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Monata Organo de JAPANA ESPERANTO-INST1TUTO, Hongoo-ku, Motomaĉi【,TOKIO, JapanujoLa 11-a Konferenco de Tutpacifikaj Junularaj Budaistaj Asocioj
Kiel ni jam informis en la lasta numero la 11-a Konferenco de Tutpacifikaj Junula- 

raj Budaistaj Asocioj, kiu okazis de la 18-a tago ĝis la 24・a de julio en Tokio, Kioto kaj 
Csaka, akceptis Esperanton kiel oficialan lingvon kune kun japana, ĉina kaj angla 
4昭嗣aa lingvoj laŭ la decidoj de la prepara komitato.

Sed la definitiva regularo de la Konferenco, kiun cni publikigis kelkajn tagojn antaŭ 
ĝia malfermo en la nomo de la Tutjapana Ligo de Junularaj Budaistaj Asocioj, ni vidis 
la regulon pri lingvoj uzataj iom ŝanĝita kiel jene:

La oficialaj lingvoj de la kunsidoj estas japana^ angla kaj ĉina lingvoj.
Tiu, kiu ne konas la tri lingvojn, povas uzi Esperanton.
Tiu, kiu ricevis konsenton de la prezidanto paroli alilingve, povas paroli en iu ajn

lingvo de li permesata.

Hongan-ĵi Temp!ひ en Ciikiji, Tokio, kie okazis la Konferenco.

La partoprenantoj de la Konferenco konsistis el 5S6 japanlingvanoj, 38 ĉinlingvanoj, 20 
anglolingvanoj, kaj nur dekkelkaj alilingvanoj (siamaj kaj holandaj), kaj tial en tia kon
ferenco ne okazas lingva kaoso, kiam oni permesas uzi tri lingvojn : japana, ĉina kaj angla. 
Kaj do la enkonduko de Esperanto kiel dua oficiala lingvo de la Konferenco estas laŭdinda 
decido de la flanko de la prepara komitato de F Konferenco, kiu konsistis el tre pro
gresemaj kaj idealismaj parsonoj. La Konferenco ankaŭ nomis esperantan interpretiston.

JEI propagandis Esperanton en la okazo al ĝiaj partoprenantoj, disdonante propa- 
g sidilojn, libretojn {Esperanto, Grammar & Vocabulary) kaj aliajn. ぶ

En la paroladkunsido en la aŭditorio de la ĵnrnalo Asahi okaz g让a de la Konferenco 
S-ro G. Eckelmann, speciala raportisto de Heroldo de Esperanto, kune kun aliaj delegitoj 
<il diversaj landoj salutis en Esperanto (interpretis S-ro J・ Okamoto) en la noino de
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ESPERANTAJ TERMINOJ 暑 '|

POR LA KONSTELACIOJ
KUW AH AR A-T os: hide

En la oktobra numero de €< Esperanto Lernantolastajare, mi skribis artikolon kun 
komentario sub t让olo u La Progreso de Astronomio ヽ elpetite de la redaktisto s-ro Mijake- 
Ŝihej. Nek specialisto, nek amatoro en la scienco, mi kuraĝis tion fari, ĉar mi ne povis 
trovi en miaj konatoj konvenan samideanon por tio. En la artikolo mi uzis la vorton 

Granda Ursino M kiel unu ekzemplon de la konstelacioj. Pri tiu ina formo al mi venis 
demando de s-ro Nemoto-Kiyosi, amatora astronomo. Dum nia kunstudado pri tiu pro
blemo, li demandis mian opinion pri lia jam preskaŭ preta tabelo de Esperantaj nomoj 

por la konstelacioj kaj mi havis plezuron helpi lin en kompletigo kaj ĝustiĝo 血・kelkaj 
terminoj. Kun deziro havi seneraran terminaron, mi publikigas ĉi-sube la plenan tebelon 
kun miaj rimarkoj kaj pstas al la legantoj skribi bonvolan atentigon pri netrafaj vortoj 
al s-ro Nemoto (Kugenuma 1839, Hudisawa, K?nagawa-ken), aŭ al mi (Nisinoty6 2—88, 

Zyŭsu, H gasiyodogawa, Oosaka). (3. 6.1934)

Budaana Ligo Esperant:sta en Anglujo, kaj multe impresis la aŭskultantojn (pli ol mil 
personojn).

Pli ol cent proponoj estis prezentitaj al la Konferenco. Inter ili troviĝis tri koncerne
Esperanton, pri kiu oni diskutis en la dua fakkunsido.

Estas goj inda fakto ke du el la tri proponoj estis prezentitaj de neesperantistoj. Pri 
Ia unua propono:la oficiala lingvo de la Konferenco estu Esperanto sola (prezentita de 
neesperantistoj), oni decidis ke la proponinto retiru la proponon, ĉar la propono estas tro 
radikala.

La aliaj du estis akceptitaj kaj transdonitaj al la komisiono de V realigo de la rezolucioj

de la Konferenco.
La tagĵurnaloj budaistaj eldonataj en Tokio kaj Kioto ĉiuj raportis pri Esperanto kaj

kaŭzis grandan sensacion inter sia legantaro.
Laŭ la klopodoj de niaj samideanoj s-roj Nakaniŝi, Takeuĉi, Kubo, Matuda, Jama

moto, Eckelmann kaj Okamoto, Esperanto tiris grandan atenton de la partoprenantaro 
kaj kelkaj intervjuis kun ĉefdelegitoj de Hindujo, Siamo, Cejlono, Ĉinujo kaj aliaj, kaj 
S-ro Takeuĉi donacis esp. budaistajn librojn kaj memlernolibrojn al ili kaj ĉi tiuj promesis 

legi ilin aŭ transdoni ilin al iuj junuloj-budaistoj en siaj hemlandoj.
En proksima estonteco, ni esperas, la semo de ili semita en Ia Konferenco ekgermcs

kaj poste donas florojn kaj fruktojn al ni.
Post kelkaj jaroj okazcs la Tria Konferenco ni povos trovi esperantistojn inter delegitoj 

el diversaj landoj, precipe el Japanujo, ĉar multaj eminentaj budaistoj japanaj interesiĝis

pri Esperanto, kaj kelkaj espsrantistoj-budaistoj jam komencis doni kursojn de Esperanto al
siaj kolegoj.
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Latina nomo Esp. nomo Japana nomo Grus Gruo Turu
Andromeda Andromedo Andoromeda Hercules Herkuleso Herukuresu
Antlia Aerpumpilo Ponpu Horolcgium Horloĝo Tokei
Apus Paradizeo Hŭtyo （風鳥） Ilvdra Hidro Umihebi
Aquariiis (1) Akvoverŝanto Midukame Hvdrus

Minor Malgranda Hidro
Koumihebi

Aquila Aglo Wasi Indus Hindo Indozin
A a Altaro Saidan Lacerta Lecerto Tokage
Argo Argo Arugo Leo Laono Sisi
Aries (2) Ŝafo Hituzi Leo Minor Maigranda Leono Kozisi
Auriga Veturigisto Gyosya Lepus Leporo Usagi
Bootes Paŝtisto Makio （牧夫） Libra Pesilo Tenbin
Caelum Ĉizilo Ty6kokugu Lupus Lupo Ookami
Camelopardalis Ĝirafo Kirin Lynx Linko Yamaneko
Cancer Kankro Kani Lyra Liro Koto
Canes Venatici Ĉashundoj Kariinu Malus (*) Masto Hobasira
Canis Major Granda Hundo Ooinu Mensa Tablo Hirayafma
Canis Minor Malgranda 

Hundo Koinu Microscopium Mikrcskopo Kenbikyd
Capricornus Kaprikorno Yagi Monoceros (5) Unikorno Ikkakuzyŭ
Carina Kilo Ryŭkotu Musea Muŝo Hae
Cassiopeia Kasiopeo Kasiopea Norma Liniilo Dy6gi
Centaurus Centaŭro Kentaurusu Octans Oktanto Hatibungi
Cepheus Kefeo Kehweusu Ophiuchus (6；» Serpentotenanto
Cetus Baleno Kuzira Hebitukai
Chamaeleon Kameleon Kamereon Orion Oriono Orion
Circinus Cirkelo Konpasu Pavo Pavo Kuzyaku
Columba Kolombo Hato Pegasus Pegaso Pegasusu
Coma Hararo Kami-no-ke Perseus Perseo Perseusu
Corona Krono Kanmuri Phoenix Fenikso H6o
Corona

Australis Suda Krono Minami- 
kanmuri Pictor Pentristo Ekake国傑)

Corvus Korvo Karasu Pisces hisoj Uo
Crater Pokalo Koppu Piscis

Australis Suda Fiŝo Minami-uo
Crux Kruco Zyŭzika Puppis (*) Poŭpo Tomo
Cygnus Cigno Hakujo Pyxis (*) Kompaso Rasinban
Delphinus Delfeno Iruka Reticulum Reto Retikuru
Dorado Spadfiŝo Kazi lci (旗魚) Sag 让 ta S3gO Ya
Draco Drako Ryŭ Sagittarius、7) Arkopafanto Ite
Equuleus Ĉevaleto Kouma Skorpio Skorpio Sasori
Er ida nus (3) Eridano Eridan Sculptor Skulptisto Tydkokusitu
Farnax Forno Ro Scutum Ŝildo Tate
Gemini (4) Dunaskitoj Hutago Serpens Serpento Hebi ;
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Sextans Sekstanto Rokubungi
Taurus 〇) Taŭro Ousi :. -•
Telescopium releskopo Tomegane
Triangulum Triangulo Sankaku
Triangulum 

Australe
Suda
T riangulo Minami-sankaku

Toucan Ramfasto Toukan
Ursa

Major ()
Granda

Urso Ookuma (*) estas el konstelacio de Argo.

Ursa
Minor(a)

Malgranda 
Urso Kokuma

Vela (*) Veloj Ho

Virgo Virgulino Otome

Volans Flugfiŝo Tobiuo

Vulpecula Vulpeto Kitune

Rimarkoj :
1) Aquarius・ En Jarlibro de UEA 1317 (p.18) s n trovas la formo ° Akvoverŝanto ° 

En Enciklopedia Vortareto de Verax 口 Amforo”. En Franca-Esperanta Vortaro de
Grosjean-Maupin " Verŝisto 匕

2) . Aries・ Ŝafo (UEA),.Virŝafo (Verax).
3) Eridono. Vorto propo n 让a de Nemoto.
4) Gemini. Dunaskitoj (UEA), Ĝemeloj (Verax).
〇) Monoceros. Unikorno (Esp.-Japana Vortaro de Okamoto), Unukornulo (Angla-

Esp. Vortaro de Rhodes, Plena Vortaro de SAT).
6) Serpentotenanto. Vorto nove proponita de Kuwahara. Unue li proponis u Ser- 

pentisto sed Nemoto opiniis la formon ne taŭga, ĉar Ophiuchus estas kuracisto nomata 
Eskulapo, kiu portas por ia celo serpenton. Do Kuwahara denove proponis u Serpento*  
tenanto 'こ"Serpsntoportantn ヽ''S-havanio ''・ Angle: Serpent holder, -carrier; germane 
Schlangentniger.

7) Sagittarius. Arkopafanto (Verax\ Sagarkisto (UEA).
8) Taurus. Taŭro (Okamoto), Bovo (UEA), Virbovo (Verax).
9) Ursa Major kaj Ursa Minor. En greka mitologio Ursa Major prozentas Ursi

non ;Ursa Minor estas Ursido laŭ plej populara mitologio sed laŭ alia malpli konata 
mitolcgio ĝi estas nimfo ursigita.

Por Mrsa Major sin trovas du formoj u Granda Ursino M kaj u Granda UrsoLa 
unua estas trovebla en la Malnova Testamento (Ijob 9-9) tradukita de L. L. Zamenhof 
kaj ankaŭ en Plena Vortaro de SAT. La dua en Jarlibro de UEA 1927. Ordinare la 
latina vorto ursa signifas ursinon kaj ursus urson, sed en poezio, precipe en &elbildo, 
ursa estas uzata same kiel urso. Do laŭ tiu vidpunkto, la formoj "Granda Urson kaj 
"Malgranda Urson estas preferindaj, kaj Zamenhof kaj la kompilintoj de Plena 
Vortaro uzis la formon " Granda Ursinolaŭlitere tradukante ursay eble pro nescio pri 
ĝia spaciala signifo en poezio. Sĉ ni uzus " Granda Ursino ” por Ursa Major,, tiam ni 
devas diri ankaŭ sammaniere Malgranda Ursino n por Ursa Minor, kio ne koincidas al 
la ĝenerala mitolcgio kaj al la ekzemploj en la menciitaj Esp. Vortaroj. Tamen en franc
lingva vortaro mi trovis inaj formoj por la ambaŭ konstelacioj: Petite Ourse, Grande 
Ourse. Do en praktiko du formoj estas en plena konfuzo kaj ni ne povas fari ian preferon 
el ili.

Estus eble interese por vi legantoj, ke unue s-ro Nemoto, vidinte la artikolon en 
u Esp.-Lernanto,H protestis al mi kontraŭ " Granda Urs;non kaj nun, post studado, 
preferas inan formon por la du konstelacioj pro kelkaj Zamenhofaj uzoj en la Biblio, 
dum mi kiu uzis unue inan formon, nun inklinas al viraj formoj pro konsilo de latin
lingva vortaro. < .



215

APUDーーPRETER
X I Prepoz.] (6 ) K. Ossaka

I. APUD, daŭrigo
4・"Apud " kun akuzativo.
Parolante, ke iu sin direktas mem al la 

pozicio apud io, oni uzas la prepozicion 
ハal" anstataŭ „ apud + akuzativo ", sed kiam 
cni diras, ke oni metas (sendas) ion en la 
pozicion apud io alia, tiam oni povas uzi 
„ apud a kun akuzitivo, ĉar en tia okazo la 
prepozicio „ alu povus doni la nuancon 
n donante al"aŭ n celante al":—

Kaj se el la birdcj estas lia brulofero al 
la Eternulo, li alportu sian oferon el turtoj 
aŭ el kolomboj •…Kaj ĝian korpon kun 
ĝiaj plumoj forigu kaj ĵetu ĝin apud la 
altaron sur la orientan flankon en la 
drejcn. (Lv 1-14,16)
神に捧げる彼の火祭の儀C禽獸を火炙にし 

て神に捧げる犠)が禽類である場合には如恥 

又は家嶋を痰として持ち來れ……そして羽毛 

ごとその體を切り取り、之を祭壇のそば、東 

側、火床に投げ入れよ。

Komparu :一
Li si irigis antaŭ la altaro ( = stariĝis estante 

en la pozicio antaŭ la altaro).察壇の前 

に立った。

Pli bone ĵeti perlojn antaŭ porkon, ol 
doni ĝin al li (=ĵeti perlojn en la pozicion 
antaŭ la porko).
彼にそんなものをやるのは猫に小判だ。

Li ĵetis oston al la hundo (=ĵetis kaj donis
oston al la hundo).
犬に骨を投げてやった。

Li iris al la hundo (alproksiĝis al la hundo)
犬のそばへ寄って行った。

〔リカ.]f (Nro 5, p.123)〕

5. Kunmetitaj Vortoj kun „ Apudu
APUDA 傍の、隣接した.C主でなく傍 

系たる)副の。

Ce la eksono de la sonorilo, kiu ekba
lanciĝis super la pordo, el la apuda ĉambro 
eliris virino ankoraŭ juna kun bela talio. 
CM 106〉 ヾ•「・ •:ゝ・''

鐘が戶门の上で搖扛て嗚ると次室から腰付 

のいゝまだ若い女が出て來た〇 Rankan vd. M 
167/7, 2U/-9Ĵ

APUDE.傍に、側に.近所に・手近に。

S-ro D.legis nur la rusan tekston kaj 
ne enrigardis en la apude starantan tekste n 
espsrantan. (OV 329)

D氏はロシア語の文の方しか讀まず・並べ 

ておるエスペラント文の方はのぞいて見なか 

ったのだ〇 51haŭ vd. F I 30/20Ĵ
Ili faris ŝipeton el gazeta papero, metis 

la stanan soldaton internen kaj ennaĝigis 
I：n en la strata defluilo・ Ambaii knaboj 
kuris apude kaj plaŭdis per la manoj. (FI 
99/-6) ' I
新開紙で船をこしらへてその錫の兵隊さん 

をのせ溝に流した。子供達はその傍について 

走って手を拍った。

Pli bone apude najbaro, ol frato post 
arbaro. (P 89)
遠い(森の向ふ側に住んでゐる)兄よりも 

近い他人c隣人)の方がまだましだ\(たよりに 

なる)。 - ハ… ；

APUDE・DE.................のそばに、と並

んで;TUTE APUDE DE...のすぐそだに〇

En mia tuta vivo mi neniam estis apude 
de tia grava persono, mi preskaŭ mortis 
de timo. (Rz 49)
儕の緖刃ってまだあんなえらい人と同席し 

たことがない.魂も身にそはなかった。&か 

kaŭ vd.: Rz 2Ĵ/-1Ĵ
„ Hi aspektas kiel miaj propraj galoŝoj!" 

diris unu el la skribistoj, pririgardante la 
trovitaĵon kaj starigante ilin apude de siaj. 
(F I 85) *
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『これやまるでおれのオーパーシューとそ 

っくりだ』とその拾得物をめらためて見、自 

分のわきに並べてみ乍ら書IEの•人は中しま 

した。

Tute apude de la levponto star：s maljuna 
saliko, CF ni 4J)

はね橋のすぐふもとに老柳があった。

tankan vd.x FI 8/18, 89/29, 106/1G, 110/5, 
111/20, 126/8; FII 120/12, FUI l/-8,...ĵ

APUDESTI居济はす、ついて居る.立 

ち合ふC

Kp.: ĉeesti出席する

alesti 臨席する

La malgranda brava infano ĉion trankvile 
elportis, kvazaŭ li komprenus, ke en apud
esto de lia patro povus fariĝi al li nenio 
malbona. (F K 110)

その子は勇敢にもすべてを平然と耐えしの 

んだ.まるで父親さへついて居れば何も惡い 

ことは起り得ぬと心得てでも居る樣に。

Kaj tie ĉi en la apudesto de ambaŭ ger
manoj, kiuj kunvenis de trans la oceano, 
ili transprenas de la amerikaj oficistoj la 
sendaĵon. (F K 22 )

玆に一絲に渡航して來た兩獨逸人立會のド 

に彼等は米國の官吏から送品を受取るのであ 

る Ckunveni-=kuneveni)
APUDLIMA, ks.
En maigranda urbo, perfido! Ĉu ĝi estas 

urbo apudlima he ? De tie ĉi vi ja povas 
eĉ tri jarojn rajdi, vi al nenia regno alraj
dos. (Rz 6)

こんなちっぽけな町で謀反だって!こゝは 

國境の町でもあるのかい.え?こゝから三年 

も馬で行ったってもどこの國へも行きつくも 

のか。

La apud-Nila lando (OV 36)
ナイル沱畔の國

La apudmara urbo=la marborda urbo. 
海潦の町

Apudriveraj salikoj・(Lv XXIII-40) 
川端柳

APLIKOJ I

1・ 君の從兄のそばに立ってゐる婦人はど 

なたです。

2.俣が行った時にはお客は皆食卓につい 

てゐた。

3・彼は課長の机の處に坐って課辰と話を 

してゐた。

4. 彼は一日中机に嚙りついてゐる。

5. 奉天の會戰。

6・彼の家は學校の近く力ゝい。

7. 彼の家は學校のすぐ傍です。

8. 井戶端に大きな柳がある。

9. 日本の選手は米國選手のI!體に較べる 

と小兒の樣だった。

io.莒一の場合にもおそばは觥れません。

1Ĵ.その男は私のわきに坐り込んでしきり 

に私をぬすみ見してゐた。

12. 一夜病人について夜をあかした。

13. 彼は仙臺在の一寒村に生まれた。

14. こゝへ來てそばへお坐り。

15. 當垮蘭法が决法と並び行はれ始めた)

16. あの河端の家は眺望がい、だらう。

17. 河添に小路がついてゐる。

18. 途中で夕立に遇って路端の祠で雨宿り 

をした。・

19:ソノきに並んで坐ってゐた人が話しかけ 

て來たC

2〇. おそばに居たいと辛捧して 

これまで居たのも御身の仇。

EKZERCOJ I.

1・ しa kampa birdo estis metita en mal
grandan kaĝon tute apude de la kanario, ne 
malproksime de la papago. (F I 89/29)

2. Post unu horo la medikamento, al
portita el la urbo, staris jam apud la mal
sana infano. (M 223/22)

3. Fine Dio min kompatis, kaj mi trovis 
en Polujo tian specon de gimnazio, ” komer
can "gimnazion, en kiu apud ciu kristano 
oni akceptas unu hebreon, t. e. oni akcep
tas kvindek procentoj n. (Rn 64/9).
此のapudと次のporとを比較せよc

4. Por ĉiu aĉetita funto da teo tiu ĉi
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"komercisto aldonas senpage funton da su
fero. (FK 11/14)

5. La somerloĝejo, kiun mi luigas, s:n 
Irovas, kiel vi vidas, apud la arbaro mem・ 
(FK 81/20^

6. Ŝi &rkaŭpren s per siaj braketoj mal
grandan ruĝan floron, kiu staris apude. (FI 
31/20?

7. Marta senĉese sidis sur la planko 
apud la kameno, en plena mallumo kaj 
farante al si mem akrajn riproĉojn. (M 199 

/21)
8・ Apud du tabletoj sidis du sinjoroj: 

unu jam ne juna kun friponeta vizaĝo ;... 
la dua—juna homo，dande vestita, videble 
ĵus sidiĝinta apud la tableto. (F K S2/20)

9・ Je honoro de tiu sanktulo apud Rejno 
estis konstru让aj ankoraŭ tri aliaj grandaj 
preĝejoj. CRz 7/15)

10. Kiel mi deziris lin tiam vidi, esti 
apud li! (IT 32/24)

11. Li stariĝis genue apud la unua tombo 
•dekstre. (F I 140/-5)

t匕較:—Li starigis gĵnue antaa la tombo・
12. La kaleŝo fine, laŭ la montro de 

Arturo, haltis apud la pordego de malnova 
ligna dometo (F K 131/-2)

比較:一haltis antaŭ la pordego.
13. Jen ni estas apud la domo. (GD 35/-1)
14. Enterigu min apud miaj patroj en 

la kaverno, kiu troviĝas sur la kampo de 
Efron la Ĥetido. (Gn XLIX-29)

15. Multe da virinaj figuroj jen sidis 
grupe apud la fenestroj kaj tabloj, jen 
aparte apud grandegaj ŝrankoj. (M l】9/20)

16. Tie malsupre staras apud sia boato 
la silenta Vilhelmo;li veturigos nin laŭ 
Rejno supren・ CRn 15/16)

17. Unu patrino sidis apud sia malgranda 
infano; ŝi estis plena de timo, ke la infano 
mortos. (Elli ”4)

1& La cignoj malleviĝis sur la teron 
ĵute apude de ŝi kaj frapis per siaj grandaj 
blankaj flugiloj. (F I 106/16)

19. Kaj eliris kontraŭ nin Og,la reĝo 
de Basan, li kaj lia tuta popolo, por batalo 
apud Edrei. CRe III-l?

2〇. Se via frato malriĉiĝos kaj lia brako 
malfortiĝos apud vi, tiam subtenu lin ; ĉu 
li estas fremdulo, ĉu pasloĝanto, li vivu 
kun vi. (Lv XXV-35)

21. La korto troviĝis apude de gardeno. 
(F II 48)

22. La artefarita birdo havis sian lokon 
sur silka kuseno, senpere apud la lito de la 
imperiestro. (FII 29) f ankaŭ vd. FII 132/15Ĵ

23. Sed jen subite, ĝuste apud la fenestro 
eksonis bela kantado. (F II 31)Cankaŭ vd. 
FII 132/12Ĵ

24. Ĝi estus por mi granda plezuro 
havi vin apud mi. (F II 139)

25. Kaj li eksonigis tutan faskon da 
multekostaj sigeliloj, kiuj pendis apud lia 
horloĝo. (F TI 136)

APLIKOJ II

1. ひどく御機嫌斜なので誰も彼のそばに 

寄りつかなかった。

2. 近所の女房連はいつも井戶端會議

3. 誰か戶口に來てゐる,誰だか行って御 

5!5〇

4. 戶IIに立って夫の歸りを待つ。 

〇,有り合せの本を褒美にやった。

6. 俟が行った時彼の家では夕飯中だっ

た。 .メ】

7. 行って見たら彼は机の處で頰杖をつい

て坐ってゐた。 ・

8. 傍は人無きが若し。

9. 居合はせた人逹を證人として呼出し 

た。

10.湖畔の



218

Enciklopedio de Esp・，Budapeŝto 

の口木の部編輯の方針ミ經過 

Kawasaki—N.

Literatura
Mondo （Budapeŝto） 

から一昨年豫期しない手紙が 

きました。:「君にEnciklope・ 
dio用の日木Esp.運動史と 

日本の有名なesp.-istojの
biografietojを書いてもらいたい」〇私わ「こ 

れわ大變な仕事だ\斷わろう。」とーH思った 

のですが、せっかくむこうからはるばるの賴 

みをすげなくはねつけるのも氣の毒と思い返 

して「運動史わ小坂さんに頼む。Biografietoj 
だけ私がひきうける」と返事をしました。

生年Zi H .經歷などを饯問するcirkulero 
を大阪丸善の松木鼎わに膽寫版で刷ってもら 

って、しかるべきbiografietojのkandidatoj 
に發送しました。返事をいただいたのから頫 

次に原稿をこしらえました。途中かり桑原利 

秀君が手傅ってくれるようになり、maŝinsk- 
ribadoと少なからざるbiografietojの原稿 

を同北に書いてもらいました〇このbiogra
fietoj のほうわだいたい原不常が完成しました。 

Budapeŝtoえほとんど全部すでに送ってしま 

いました〔早いのわ咋年中に;）。イギリスの 

BEAのようにいつでもbiografioの材料が 

PretaのところとH本b違います。JEIにだ 

ってそんなものわそろっていません。正確詳 

細にĴB一々本人に聞かねばなりません。これ 

が編輯のおくれた一つの原因です。 ・,

Biografietoj編辑について最初・困ったこと 

わ、「有名」もしく b [eminenta Jわどの機 

準できめるか?全體で何人ぐらい選ぶか?で 

す。私わ最初50人（過去と現在）ぐらいの 

見當て人々を選んでみましたが.Budapeŝto 
からわ「ioj人で十分だろう」ときました。 

すくないほう力:選ぶのにわ樂です。多くなれ 

ば標準が下りますから同じ程度の人々が多く 

なって選擇が困難になります。過去に功績の 

あった人々、現在なにか特殊なことで頭角を 

あらわしている人々——まあこんなことで選 

んだわけです。學會の人々にもkontroliし 
てもらいました。地方の有力者のあるものに 

も相談しました〇なるべく speciala fakoを 

代表するようにしました。その同じfakoで 

わなるべく 一人もしくわ數人ぐらいにして違 

ったfakojの數をたくさん集めるようにしま 

した〇そしてあるspeciala fakoの人にその 

fakoのkandidatojの選擇について批評を求 

めたこともあります。ただし必ずしも私と意 

見が一致したとわ申されない場合もありまし 

た。純粹にfakoそれ□身の立場と、日本全 

體';に對してのfakoのイt表の立場との間に選 

擇の標準が違ってきました事もあるわけで 

す〇過去と現在と比較すると、勿論現在に蛊 

きをおきました。またいわゆるシンパ（例: 

社會上の地位高き人でEsp.に好意を持つが 

自身ほとんどやらない人）よりも、たといね 

んら…般社會に地位なき人であり.滋るいわ 

I乍今の新米でもとにかく現代の運動のfakto
ro とたっているような人を代表的に求めた 

のです。ただ編悔發行がしiteratura Mondo 
の關係上Esp.の語學、文學に關する人々が 

他の 珀kcj Cことに地方の實際運動家）に比 

べてやや比率が多くなっているのわ自然の勢 

です。日本國內の各地力を代表的にありわす 

とゆうのでわありません。他界に對しての日 

本です。だから東京が東京以外の土地にくら 

べて非常に多くなっています。これわ國際的 

代表になるとどうしても東京に住んでいる 

（すなわもある場合わ東京に住んでいるから 

そうなるĴ人が多くなります。icoそこそこ 

のわずかな數字ですから.かなり知行の人々 

ではいらなかったのがたくさん出來たわけで 

す。學會理孤評議員ゝUEA delegitoだか 

らといっても.全部わ載っていません。

Biografietoj編輯についてわいろいろ面白 

いepizodojがあります日本のesp.-istojに 

わどうも不必要な謙遜があることがありま 

寸・〇「わしわbiografioに價せぬ」なと防退 
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をされる老大家、新銳がありました。ものを 

たずねていったものが批評するのわ個人的に 

わ失禮かもしれませんがpublika aferoの 

立場から申しますと.運動をspeguliする 

ために書くのですから.なにも謙遜されるに 

わ及ばないわけです。中にわなんと言っても 

逆事をくれない人々もありました.しかたが 

ありませんから經歷だけわこちらで書いても 

生年月日にいたってわこちらで作るわけにま 

いりません。諸種の人名錄を見たり、間接に 

人を便って調査したりしました（なるべくな 

わばV匸きている人わ本人の正確な返事を基と 

して編辑する方針なのですカD。編輯がかなり 

永くなったので.その問にどんどん事情がか 

わります。博士になる人もあれば.なくなら 

れる人もある〇 S-ino SasakiのごときわS・ino 
から生前いただいた原稿がS-inoのEsp.の 

經歷の一等史料にいまでわなったことなど 

あります。寫負ももらいたい人でいただけな 

かったのもかなりあります。

運動史わ小坂さんがお忙しくてなかなかい 

ただけませんでした。で老大家に賴んでみた 

り.新進の若い人々に當ってみたのですが. 

ことごとく斷わられました。しかたがないの 

で.私が筆をとりました〇ほんとにしかたが 

ないからです。私のごとき新米のものがhi・ 
storioを書くなんてだいたいまちがった話で 

す。が誰もないので責任上、いやいや書いた 

わけです。ごくごく簡單なものになってしま 

いました。日本人にわちっとも而白くないも 

のです。新材料の發見もなければ.皮肉な批 

評もありません。が外國人にわちよっと便利 

な翳があります。それわJEI成立の事情が 

Esp.文ではじめて世界にかなり詳細に紹介さ 

れています。だたしこれ・にわわけがあります。 

それわ小坂さんが運動史の最初の半分だけに 

目を通してくださって.訂正增補されたので 

す。ことにJEA末期の解剖とJEI成立 

の不可避性を露骨に書き足してくださいまし 

た。この點だけわこの運動史の大ぎな特徵で 

す。いままでにでたEsp.文で書かれた日本 

の運動史わこの時代のことをこれほど露骨に 

扱っていません。運動史、biografietoj以外 

の原犒も多少面白いものを樱定して.執筆快 

諾を得たのもあったのですが、社會的個人的 

情勢の變化などのため殘念ながら駄目になっ 

たのがあります〇 rProleta E. movado史」わ 

できあがり「日本語の□ーマ字綴比較」わで 

きることになっています。「JEIの經濟史」 

を進藤靜太郞君がやりあげてくれました。正 

確な數字があがっています。外國人にわ貴更 

な資料でしょう〇また彼わ「日本Esp.運動 

現狀の解剖」と小坂さんのbiografietoをい 

ま書いています。「□本文學とEsp」も入れ 

ることになっています。

とにかく犬體出來あがりました。本が出版 

されてからまた皆さんの御批評を仰ぐのであ 

りますが・編睥の事情をザックパランに發表 

しておきます。私ならびに桑原君の質問に對 

して御返事下された皆樣、ならびにこの仕出 

を助けて下されたいろいろの方々にあつくお 

禮を述べます。失禮の段わひらに御勘辨くだ 

さい。（6月11日夜稿、12 HOES講演れ4日改訂）

第1卷を見てからの附記（7月12日）

1.Biografioわ第1卷に間に合わなかっ 

たのがかなりあります。それでChif, Fukut：＞ 
Hasegaŭa （Futabutei）がないわけです〇 A-J 
までにも日本人わまだかなりはいります。そ 

れらわ最後のAldonoにでも補われるはず¢
2・K-ZまでのほうがA-Jよりも日本人 

わはるかに多い、よ借ぐらいも、第2卷にわ 

キレイなportretoたくさん、人名のローマ字 

綴りわ本人の使用しているもの（生存者にわ 

直接照會のうえ）を採用したのでいろんな 

sistemoになっています。Yagiであって 

でないなど。
3. Budapest〇わ日本語の"6 "を十分認 

識しなかったため（？）、Tokjo, Tokv6など 
へんてこなものが印刷されてありま»。川崎 

桑原のだした原稿わTokio, T6 "です「6” 
是非必要。人野と小野わFJ本語でわ是非區別 
しなければならないもの。 ・

4. Biografioの記事わほとんどこ'ちらから 

だした原文どうリですが、ところどころごく 

わずかけずられてあります。けれども］shikuro 
のところわうんとけずられてしまった。その 

うちこもら々送った時口がCZhiguroの分わ） 

古かったため、Budapeŝtoで新しい著述を增 

理する乎ぎわがはなはだまずくやられた。... 
Komencantoj, 1932, Moderna ...わ1932 ◎っ 

ぎわ”，“でなく,，•“であるべきでちる。

〇.日本運動史わすでにとつくにBudapeŝto 
についています。川略・小坂、進懸.武蕊め 

ものしたもの、御安心ください。
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日本詩歌のエス譯について

:… （5）

つ金I 一 考へねばならぬのは詩那の還び 
次（J方である。

前に一寸述べた樣に,日本語とエスペラン 

トは,全然,ちがった言語系統に屬するから 

ritornoを創造するelementoが同じでない。 

前者に於て（ま.一定數のsilabnombroがripeti 
されることによつてritmo力:生ずるか,後者 

にとってはsilabnombroよりしakcentoの 

位置,卽ちPiedoの種類が，より重大な役割 

を演ずる。よって,日本詩歌をエス譯して， 

silabnombro を reprodukti しても，pied 〇の 

選ひ方が惡いときは,折角の努力が無効にな 

る。しかるに,今までに發表された短歌其の 

他の日本詩歌のエス譯を見ると,大部分が思 

ひ思ひの方法でpiedoを選んでゐる樣で. 

piedoによる効果などは,殘念ながら,まるで 

顧みわれてゐない。

しからば,日本話の高底アクセントの感じ 

を表現し，しかも，ユスペラントの强弱アク 

セントの調Fをあらはすには如何なるpiedo 
によるのが適常であるかと云ふに,これこそ, 

本說に於て，硏究せんとする所のものであっ 

て,興味ある問題であるが，同時にまた,極 

めてむづかしし '問題である。

Or g nala ritmoの再現 卽ち詳詩中に於 

ける詩脚06列の決定Cfiksado de la metro 
en la versaĵoj tradukitaj el la japana lingvo） 
について,誰もが一應は考へるであらう事は, 

日本語のアクセントの『上』をエスペラント 

の揚音部，卽ち强勢部で表し，前者の『下』 

を後者の無揚音部,卽ち弱勢部に相當するも 

のと考へ,前者の『中』は便宜上後者の『强J 
戈は『弱』と老へて置換へる方法である。

この方法による時は,自然にritmoが『飜 

詳』されるわけになるが，其の結果が;エス 

ペラントとして見て,常に，不自然ならざる 

metroとなるかどうかは疑問である〇 

まづ，日本語には， 

まだ標準アクセントな 

るものが確定されてゐ 

ないし,一般にアクセ 

ントに對する理解が乏

松葉菊延 しいため,少しぐらひ 

アクセントを誤って發 

音しても不審に感じられぬ程度であるから, 

譯者の生國,敎養等の如何によっては,同一 

tekstoのmetroが正反對に感じられ,その 

結果,原作者の意圖したものとは全然ちがっ 

たritmoが『譯出』されぬとも限らぬ。H. 
つ,日本認には『主がたみ』,『邑けほの』,は 

ぐるまそお』の樣に,三つ以上も『上』アク 

セント,卽ちaltatonaj silabojが連績する單 

語が少なくないが,これらをエスペラントの 

揚音節の述結を以って表現することは不可锯 

である。

よって,この方法の利用出來ない•出は明で 

あるカゝ心,矢張りエスペラントとして普通で 

ある所の五種 のpieodoj: jambo, trokeo, 
daktilo, anapesto, amfibrako のうちから適 

當なものを選ぶことであるが，頭から二?;綾 

づゝを一區切りとして發音する日本語の讀み 

癖をあらはすには,どうしてもdutempa pie- 
doが適はしいやうである。

ところで,エスペラントに は,dutempaj 
piedojはtrokeoとjamboの二種ある,のみ 

だから,この小のどちらかを選ばねばならぬ 

ことになる。 -j . J翔

今,これを決定するために日本の詩の代表 

的なものとして短歌をとり,その七音句を考 

へてみる〇

七音句は七音節より成るものであるから, 

その呼吸數,或は發音の區切り叵數は7:2= 
3,5->4ある。そして，そのうちのどこかー區 

切りに獨立一呼吸の一音節が存在するからそ 

の位匱によって,七音句が四種の型に分類さ 

れる。これらを夫々2221¢例:ふりゆくもの 

は）,1212 （例:わが淚かな）,2122（例:もみ 

ぢなりけり）及び1222 （例:得やはいふき 

の）であらはす事とする。しかし この中で 

1222の型は,praktikeには2122となるの 

で，結局,七音旬の型としては,2221,2212
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•の三裡を考へればよい。こゝで“がー呼吸中 

の二箇の音節群を意味し,1が獨立一呼吸の 

一音節を意味すること勿論である。よって例 

へば2122は7=24-1 + 2+2の場合を示す。

この1はduonpiedoとみるべきだから, 

全體がtrokeoの場合には揚音節，jamboの 

場合には無揚音節をあらはす。

しかし,このsepsilaba versoが全部同一 

のpiedoでformiされなくてはならぬとい 

ふ理由はないのだから,最初1を揚音節と考 

へ,次にこれを無揚胥節と假定して上記三種 

の型に入れてみると,次の如き結果を得る。

Tabelo I (piedo : trokea)

Tipo 1 estas konsi
derata akcenta

1 estas konside
rata senakcenta

2221 11）口」」 21)

2：12 ]2う ノノ-〃ー 2L） 口- 一ノー

2122 13) / ノー'- 23），-」」

Tabelo II (piedo : jamba)

Tipo 1 estas konside
rata akcenta

1 estas konside
rata senakcenta

• 000 1 宀X 1P）——ノー〃 2 P） ノーノノ-

2212 1）コ』」 -'-,--'

〇! 00u丄aん 13） 一〃ノノ 23z) ノー -/ノ

上の表でみる樣に,十二種類のkombinoj 
のうち，1をakcentaと考へた場合のses 
kombinoj に於ては,11）を除く kvin kom
binoj g 13）1!〇 !2,）13ノ）〕がいづれも 

akcentaj silabojの鉢合せをきたす箇所を有 

するので都合がわるい。これを防ぐには，ど 

うしても1をsenakcentaと見なくてはな 

ら ぬ〇 そ こ で 1 estas konsiderata senakcenta 
の場台のkombinojを注意してみると,akce
ntaj silabojの鉢合せは起らないが,七晋句 

をtritrokea versoと見る場合は，いつも 

versfino に senakcenta silabo が來るの G, 
eliziita vortoの應用が出來なくなって不便 

である。しかも2】）の如きはversfino |こdu 
•senakcentaj silabojがならぶ〇っまり最後 

に senakcentaj unusilaboj がく るので verso 
の!asta pedoがunu daktiloで終る出になる〇

ところが,エスペラントで單音節語といへ 

ば冠詞及び人稱代名詞，前概詞,感投詞,接 

續詞，副詞的助辭等の一部で,數はいくらで 

もない。その上,前置詞や接續詞は，その性 

質上,本來語句の最後に置かれるべきもので 

ない〇 CKalocsayやGrabowskiの用例はあ 

るが,推獎出來ない。）よって,語句の最後に 

置く事の出來る號音節語はますます少なくな 

る。これエスペラントに於てdaktilo格の榮 

へない所以で,最も非エスペラント的なfo「 

moである。探るに，この2221の型は,短歌 

のverst-poとして決して少ない方ではない。

Tabelo IIIは『百人一首』の短歌100首 

中の七音句-00を正規のもの281,字餘りの 

もの19にわけ,其齐々を二音一音の配列に 

より分類し,區切り箇所が不明で。分類の明 

瞭に出來ぬもの4を省いた總・數300-4=296 
句についての統計である。表中括弧內の數字 

は,その型に屬すべきものと思はれるもので 

あって,しかも區切り箇所のとくに明かなら 

ざるものを意味する。 •

】4）例へば:『戀ひわたるべき』は 曲12で 

あらうが,2221も,乂時には2122とさへも 

よまれてゐる。後出の統計には,しかし，2212 
の部に入れておいた。
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こゝで，Regulaj tipojである三種の型の比 

較をしてみると（2221）:<2212）: （2122）= 
105: 28：144で,大體4：1:5の比になっ 

てゐる。卽ち,2221の型は,277の中104を 

占め,全體の約4〇 %に及んでゐることを知 

る。これは，『百人一首』のみにあらはれた偶 

然の統計ではないことは,齋藤淸衞氏の『山 

家集硏究』⑸にも次の如く同樣の,統計があ 

る事によってわかる。

『....この.... 212.2221.2122の律格配介

は.212といふ三句目の安定感を222!と云 

ふ最L不安定な四句目で崩しこれを2122と 

云ふ五句の最安定的樣式で結ぶと云ふ最も巧 

妙な變化を示す形式であることを知り得るの 

である。ある意味で，それは典型妁新古今調 

式と云ってよいであらう。……』『結句の2122 
の律格は，新占今調と共に古今集にも多い形 

式であるが,今,西行歌の新占今集選歌九十 

四首に就いてこれを見るにその中プけ四首の 

多數を占めてゐる。cこの律格の決定について 

は「宮城野の原」とか「立ちとまりつれ」と 

かを讀癖上この部に入れたいと思ったものも 

あったが玆では疑問として除外しておいた） 

さてこの結句の安定的意義を強める性質上第 

四句が2221の形を採ることも自然で,九十 

四首の中四句目がこの律格を持つもの計五十 

九首である。

もっとも,かうした統計には絕對的信用を 

おくことは不可能である。上說の如き律格的 

分節についても疑義を挾み得られようし，勿 

論九十四首の新一占今集中の西行歌力:山家集歌 

調の代表的性質のものでもない。しかし，九 

十四首の多くが佳作であり同歌調の卄一首力: 

特色ちる一形式であることだけは斷じて差支 

ない。なほ,九十四首の中,四句と結句だけ 

が2221.2122の律格を踏んでゐるものを選出 

するならその數實に四十首に及ぶことであら 

う。又,西行自歌合である御裳濯川卅六番歌 

合中の作について左讃するに，四句五句の右 

形式のものすべて廿八首,三句四句五句通じ 

て右形式のもの十六首を算することが出來, 

立派にこれらもー特色を構成してゐることを 

認めうるのである。』

まことに齋藤氏の云はれる如く，カハる統 

計は絕對的價値をもつものでない。頭から二 

首綴ゝづを一區切りとする讚癖も,多舌綴語 

において,語の構成分子が明かに認識されな 

い場合及び單音綴語がいくつも並ぶ場合は22 
……よりも212……の型を採り,第二區切 

りに獨立一呼吸があることが股々ある。例へ 

ば,！Tほととぎす』は五音綴語であるから，Hoto 
-togi-suとなる筈であるが,険々Hoto・to-gisu 
の如く，212の型になる事があり,逆に『た 

ちとまりつれ』はtati-toma-ri-tureで2212 
であるべきであるが，tati-toma-ritu-reの如 

く,實際2221の型として讀まれる場合が多 

い樣である。假名でプヾ字になる外國語の單語 

が222の型でなIに,2121となることの多 

いのも,これと關係がないだらうか。（例:シ 

ンヂヶー卜,プロパガンダ,ベースボール, 

ミクロネシャ等いづれも2121の型で發普さ 

れるのが普通の樣である。

しかし,それにしても,上記の統計の數字 

は大して變るものでない。こゝに於て,私は 

a本詩歌のエスペラントの形式再現的飜譯方 

法としては，jambaj piedojを基調とする事 

が最も自然的であり,且効果的であると信ず 

るのである。しかして,獨立一呼吸の詩脚を 

jambro の duonpiedo として,senakcenta 
silaboを以ってあらはすことは,たヾに,原 

作のritmoに忠實であるばかりでなく,エス 

ペラント詩としても,jamboのeterna ripeto 
をさけて,譚詩全體にvarieco及びvigleco 
を與へるといふ得點を有する。

次に，二，三の譯例によって，この方法の 

實際の應用を示さうと思ふ。〔以下次號〕_

・山鳥の尾の,すぐしてよとや;杆雲がく 

れにし;**・ 絕えてしなくば。

15）日本文學講座:1626-1927

和エス辭肌本文印刷完了。目下附錄進『」中・ 

近々發賣の運びになります。
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汎太平洋佛敎靑年會大會ミエスベラント

旣報の如く 7月1S日から23 口に亘り東 

京及び京都C17订東京で、22日大津で、2411 
大阪で、25日高野山で、27 H廣島で犬々歡 

迎會あり!）に於て第二囘汎太平洋佛敎靑年會 

大會が開催された。

而して會議用語は準備委貝會が最初發表し 

た所では日本語、支那語、英語ヽ「エスペラン 

トの四語となってゐた。所が大會數口前全 

日本佛敎育年會聯盟の名で發表された最後的 

め「會議規定」によると

第41條令議ノ用語ノ、左ノ三種トス 

日本語.英語、中華語

但右三筒咸:語ノ何レヲモ解セザハルモノ 
「エスペラント」ヲ使用スルコトヲ得、特 

二議長ニ於テ許可セシモノ ノ、此限二非ズ 

と變更されてゐたr

而してこの今議規定は總、會の席上承認され 

同犬會會期中この規定が川ひられることにな 

った。

かくエス語が始めの決定の如く他の三語と 

對等の公用語たる地位を奪はれ準公用語とな 

ったことの亟大なる原因はエス語を公用語と 

するときはすべての發"3・にはエス語の通譯を 

もそへる必耍がやずるため時間の節約の點か 

らなるべく公用語の數を少くしようとする結 

果かく決定されたものと思ふ。

而して同大會參加のdelegitojの阈別を調 

べてみると次の如くである。

1. 北米合衆國 92名〇］ね〇名日系米人 

及F1本人）

2 布哇 133名（全部日系米人及 

日本人）

3 加奈陀 9名（全部日本人）

4・ 滿洲阈 3!名

5 南洋 7名（中2名日本人）

6. シャム 10名

7・ 印度 7名

& セイロン 1!名

9. 中華民國 7名

10. 日本 347名（中數名朝鮮人英

計 6〇9名 L灣人あり）

外に傍聽者200-300名（大部分口木人）

卽ち659名のdelegitoj中シャムの10名 

及南洋の7名を除いてはすべて日、英・支の 

何れ加を自國語とする人々であることがわか 

る。この事實からみてもこの會議が此の日・ 

英、支三ヶ國語を公用語として採用する限り 

殆んど用語上のゴタゴタが惹る心配はないの 

である。これが國語を異にする十數ヶ國乃至 

數十ケ國の代表者が一堂に會する（歐洲で屢 

々開催される:）國際會議と大いに趣を異にす 

る點である。

然るに本大會をgvidiされた全日本佛敎靑 

年會聯盟の幹部の方々が佛陀の平等赭神と理 

想と眞理にあこがれらるる進步的靑年佛敎徙 

であったため單に現實を直視せられず將來の 

同•會議の公用語の準備としてエスペラントに 

準公川語の地位を與へられたことは相當感謝 

すべきことであると思ふ。

勿論我々は現状で滿足するものではないが 

もっともっと我々の努力によって日本に於け 

る代表的の宗敎たる佛敎の中に我エス語が隈 

强く浸闊する樣努力し十年十五年後に再び同 

大會がLI不に開催さる、日にはエス語が公用 

語としてポ大なる役割をする日を招來迪ねば 

ならぬと思ふ。

次に同大令に於けるエスペランチストの活 

躍その他についてのべよう。

•^ * * *

★大會記念特輯?6
同犬會を記念して本誌が前號で「佛敎特輯 

號」を川したことは御承諾の事であるが京都 

にあるHネ佛敎エスペランチスト聯盟では機 

關誌1次Lumo Orientaの最近號（第四年第 

二號'）を大脅特梆號としてH本語の部を主と 

したものを編輯し・大會參加者に總會席上で 

配布した。それには「佛敎エス運動の展望」 

「佛敎聖典のエス譯」（中井玄道）、「宗敎の流 

布と言語」（山田;）.「エスペラント主義」cm 
田）、［先づ國内の宜傳を弋吉澤）、「傅逍か求 

法か」（漆野人「汎太平洋佛靑天會と其用語問 

題」.「修習善語、和顏愛語k山口）.「英國佛 

敎エス聯盟の現狀」（柴山）.「運動揷話」（池 

浦）、「エス語後備兵の思出K谷山,「佛敎の 

方位」（絹に）（笹他に前號より連載のもの二 

三〉の論文がでゝゐる。

猶佛敎靑英會の本家とも云ふべき京都西本 

願寺の佛敎青年命瑯盟本部ではその機關誌 

『佛敎靑年月刊）に四人四倍大四頁のエス文 

c Junuloj Budhanaj ,J）の附錄を印刷して之 

亦會埸で配布した。同附錄は「歡迎の辭」「本 

派佛敎靑年蓮動の理想と實現」「佛敎指導硏究 
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會」「佛靑十ヶ年計浚の大綱と佛靑綱領1「佛 

敎運動の參謀本部」「各敎甌幹部訓練所」「啓蒙 

運動と佛靑意識の昂揚」馨の日本兗のエス譯 

をのせたもので諏文は龍谷大學エスペラント 

會の山木胤通氏（本誌前我に本性比丘尼を書 

かれた方）である。

★大會エス語通譯

同大命ではエス語を灌公用語としたため工 

ス語の通譯者として久保貞次郞氏C學會評議 

員〕が委囑された。

★大會中エス益藍店をひらく

同大會第一【! CIS IO第二！j C 9 H）の 

兩I!に亘リエスペラント佛敎關係-誉及獨窗書 

の费店を厚估にて開催ゝそのためクララ命の 

井山千枝子ヽ松略澄子兩夫人及岡村淸-了孃の 

方々及里吉評議員を煩はした。こゝに感謝の 

意を表明します。

★大會參加の外人代表者に會見と英語書き工 

ス語手引配布

學會から岡木氏及び石川縣竹内腫吉氏兩名 

にて大今開會前Clo日及17 仝日本佛敎 

靑年會聊盟主事好村春輝氏の好意により各國 

代表者中の有力者をその宿舍に訪問し會見し 

そのエス語に關する意見をとひたヾし且同國 

代表者にー•部宛「英語書きエス語小文法及滸 

魏」の配布を依賴したC

又大會中も右南氏及久保氏が代表有力者と 

脅見し極カエス語に對する理解を深めること 

に努力した。特に竹內氏はその著「パ-り語 

エス語佛敎術語辭典」（半紙半切判謄寫刷15） 
頁餘の彪大のものうをこれら代表に献匕し本 

阈へ持かへる樣依賴したことは深く各國代表 

に感銘を與へたG何年か後にはキットこの種 

子が芽をだす時が來るであろう。別項會見記 

をよまれたい。

★同大會出席の同志

としては代表者cdelegito）として中西義雄 

氏（.福岡縣入 豐島龍象氏（福岡縣、松旧惠 

氏C京都:）の三氏のみ。（但し束京に於て - 

京科:にては大命閉命式のみあり）。であったが 

傍聽右として山べ胤通氏、竹內藤吉氏の兩氏。 

通譯として久保氏〇記者として Heroldo de 
Esp.特派員G Eek al mann氏、當學會より 

岡一本氏川席。この外に佛敎關係でエス語に好 

意をもたるゝ方嘗ってエス語をやられた方等 

に淺野、奧山、大橋等の諸氏があった。

★Eckelmann氏の活躍

すべて大會に對するエス詰の manifestacio 
のお膳立ができあがった7月17[]のタ金澤 

•・よリEckelmann氏明朝7卩$4ゝ上野驛着の飛 

報に勇躍,181!早朝三宅氏上野驛へ出迎へ大 

轲會議場築地の本派木願寺別院へ血行。一方 

賣店係その他も參集。前々H上京の山本氏當 

日かけつけた中西松币兩氏を併せてエスペラ 

ンチスト刀陣容もととのふっ

9時半奏樂裡に犬角の慕がきっておとされ 

た，巴利語の三射依文や英語の聖歌合唱・支 

那語での般若心經の讀經漳各國とりどりの味 

のちる所をみせた。がいよいよ役貝の選擧役 

員の挨拶來賓の挨拶外國代表の挨拶等が始主 

ると口本語は英語及支那語に英語はF!本語支 

那語に支那語はH、英語に夫々一々通譯する 

といふ煩雜さ阈際的會合のわづらはしさを如 

實に暴霹した。こんな時、中立語たるエス辭 

唯一つを公用語として會議をやったらどんな 

にかなごやかになだらかにゆくであろうと考 

へた。發會式ではエス語に關する何物もなか 

った。（、英國"佛敎:エス聯盟からのエス語での 

祝辭は他のすべての祝辭と共に讀むことが省 

略された）。

同日午後三時首相官邸における外務大臣の 

外阈代表歡迎會に大命主事好村氏の好意によ 

りFck^inann氏C岡本氏同伴・）も參加する 

ことができ同席上廣山外和にも挨拶し巫光次 

Y＜とはドイツ語で十分間以上エス語について 

語り同次它をしてエス語は現實はともかく理 

想としては結搆であるといふ意味の賛意の表 

明をきくことをえた。大存の副産物としては 

大出來の事であった。

同日午後7時朝r!講堂に於て各國代表の記 

念講演命があった。

此の講演會に中西義雄氏の御载力により& 

Eckelmann氏も加はることになった。屮華民 

國代表、滿洲國代表、印度代表・ビルマ代表ゝ 

の後をうけて忙氏は佛敎エス物盟の乞に於 

て歐洲の佛敎徒エスペランチストを代表して

「今囘の大命にエス話が公用語の一つとし 

て採用された事を感謝し今後佛靑蓮動にエス 

語が活用され歐洲の佛敎徒の參加をも容易な 

らしめ將來エス語が唯一の公用語となること 

を理想とすること」をのべた.C岡本氏通譯》 

他の代表及通課の言葉が低聲できゝとリに 

くかった嫌があったのでK氏及I询本氏に滿 

場千數而名の聽衆に倣底する樣力の限り絕叫 

して多人の感銘を與へた。殊に同夜の聽衆は 

雨にふりこめられた同人會參加の人々が大部 

分であったから同ゾご令の公用語の一つにエス 

語がなってゐることについての深い認識を深 

めることができたのは.何物にもかへがたい 

manifestacio であった 〇
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第二H C19fDタは國際佛敎協會の外國代 

表及び外國人佛敎硏究家招待晚姿會に友松氏 

の御好意によリEcke】m:mn,岡木兩氏も招待 

された。席上屮華民械］代表、布哇代表その他 

の人々とエス語に關して雜談をまぢへ大いに 

宣像上うる所があった。

・大會に提出されたエス關係の議案

同大曲に提出された議案127中エス語に關 

するものは

74. エスペヲント語を佛靑述動の專用語と

すべし...............東洋大學佛靑會提案

75. エスペラント學習普及機關確立クノ件 

 佛敎濟世軍聯合靑年部捉案

71•，汎太卩洋佛靑歌作成の件（エス語にて 

作成の事）......智山專門學校興風會提案

の三案であったC

その屮75は屮西義雄氏の關係せる會の提 

案であるが7及71の提案者はエス語をま 

だ學んでをらぬ人々である爭を知った。かゝ 

るエス語に關する提案が二つもエスペランチ 

•ストでない人々の側から提山されたことは吾 

人の意を强うするにたるものであるC

これらは他の諸提案と共に第三I】朝第二部 

會（議艮濱旧本悠氏）で討議された。

第74案及第75案は一括上程され議長は 

同案は旣にノ、ワイでの第一囘汎太平洋佛靑大 

會で可決された第五項「エスペラント語をも 

佛靑運動に採川するの件」と殆んど同一なる 

を以て決議實行促進委員會へ送附すべき旨の 

べたが中爾氏發言第一囘佛靑大會の決議は十 

分實行されてをらぬから大いに實行される樣 

促進する意昧での提案であるから吟味しても 

らいたいきのべ豐島龍象氏亦發言し中西氏を 

支持す。その他一ニ發言ありC結局議長は第 

74案の佛靑運動にエス語のみを用語とすべし 

との案は（これはn esperantistoが出したも 

のであd 〇 esp-istoならこんな案は出さぬ筈） 

あまりに急進的故に提案者に撤囘をすゝめた 

き旨滿埸にはかり多數決にてそのき決定。第 

75案は第一囘大會の決議の實踐力法のーを示 

すものとして決議實行促進委員會へ參考資料 

として送附の件可決。

第71案も他の之に漁する諸案と共に同委 

員會へ送附された。

,之を要するに同大會における我々のmani- 
festacioは豫期以I:のすばらIい効果を收め 

ることができたのは何よリも人:きいよろこび 

である〇 しカゝも neesperantistoj の側から工 

ス關係の捉案がでる等よろこばしいことであ 

ったA

◊大會に參加しての感想

我々はこの大會に臨んで始めてこういった 

國際會議の言語のわづらはしさをさとった。 

例へば議事中一人が口木語で發言すればその 

發言の終るのをまって英薪に通譯しついで支 

那語に通譯されて初めて議我がそれに對して 

日本語で發言して滿場にはかると日本語のわ 

かるものがすぐに賛成して拍手をおくるとし 

てもそれは:ffi味をなさぬ。すぐ英語に譯され 

支那語に課されてから初めて賛否を表明する 

といったまわりくどさ。

かりに一人が支那語で提案の說明に名演睨 

をふるったとしても支那語のわかる人々が少 

數では拍手もほとんどおこらないCそれが日 

本語に通譯されてやっと日本人の側から拍手 

がおこり英捂に課されて莎度ビルマシャム等 

の人々の間に打］手がおこるといった風。三ヶ 

阈語に通じてゐる人々は三囘も同じ事をきか 

されてウンザリするしーケ國語しかしらぬ人 

々は知らぬ國語に通課されてゐる間は手持不 

沙汰である〇半時間の話に一時間の通輕が必 

要になる。これではやりきれない。

この大會では實際は日本語が大分幅をきか 

せてゐた。勿論總會での討議中も發莒者はH 
本人が大部分だったから口木語の演說が多か 

った。そして英語支那語の通譯は實に簡單•に 

要點だけをのべただけであったのが多かっ 

た。あれでは［］本語をしらぬものには十分議 

論が徹底しなかったらうと思ふ。

第二部會などの議事の進行は始んど□不語 

で一瀉千里の速度でやってのけ通譯が時々ご 

く耍點をつまんで話すにすぎないといったも 

ので日本語を知らぬものには不楡快であった 

らうと思ふ,討論屮はたヾHな語でしゃべら 

せてをいて決議の前に一寸簡單に通譯をさせ 

たり甚だしい叶は決議後英語支那語で報吿を 

させるだけの埸合さへあるC勿諭大鵲の提案 

がII本人から提出したのが多かったから外國 

代表の出席も少かったので實際上は左程fi不 

語横暴といふことはできないにしても些か不 

合理不公平と云はれても辯明の餘地がなから 

う。
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n米敎授學生會議ミ汎太平洋 

佛靑大會の重だった人々はか

く nr> る

I,月十四日午後二時□比谷公會堂の「I朱 

敎授學生令議（The A nie rica-Japan 
Stndent Conference）の發會式C別項記載うの 

後記者は久保氏の助けをかりて米國敎授舉生 

代表の主だった三人にintervjuoをした〇 

先づ最先きにGardena中學（Iligh School 
--- 男女共學）のF-ino Kobata （小灿）さん 

をつかまへてエス語を御存じかと聞く。口分 

もエス語は習ったといふ返が。先生はF-ino 
Gidlup （今は結婚してS・ino Costanbaderと 

よぶ）で三十名以上Q聽講者であったとの話 

をきいて之は有望だと思った。同嬢は勿論第 

二世で日本語はお上手でない。

次にミシガン大學の Williani Edgar Ilult- 
君に紹介してもらふ。背の离い愛妊のあ 

る學生。エス誌について知ってゐるかと聞く。 

勿論だ〇 白分はイリノイス州のJlarvevの 

Thornton Township Iligh School CSI:立中學 

?）でGeorge W. Turnerといふ先生がエス 

語を敎へてゐるときいてゐる云々との返事）

次に米國•哄生團一行のgvidantoたる南加 

大學 Cl：ni$crsity of California'）の Campbell 
博士をとらへて質問する。自分の知ってゐる

n米敎授學生會議發命式ろ光杲

所ではテキサス人學で就會科學の部門の屮で 

エスペラントを敎へてゐることを知ってゐ 

る。1932年かにロサンゼルスに哲學宗敎關係 

の阈際的會・合があってエス誌ばかりをつかっ 

て會議をやったときいてゐる。 .

エス語に對してどういふ意見かと刀記者の 

質間について「自分はエス語は成人講座尊で 

大いに敎授されるとよいと思ふ。自分はエス 

語は國際的のmediumoとしてよいが各门の 

家庭で用ひられるとは•思はぬ。自分はこれ娄 

學位をとるためラテン語ギリシャ語等を勉強 

さされたので収がなかったがその中暇をみつ• 

けてエス語を習ってみたい。云々」との話で 
あった。’ セロ爲

世界の人网で最もエス語■のさかんでない米 

國の學生及び敎授がかくの如くエス話につい 

て理解あり、しかもエス語を旣に學んだもの 

エス語をこれから學ばんとする等め意見をき 

いたことは甚だ愉快なことであった。

［ノ /!十五日午後記者は竹內藤吉氏と共に 

神円の全日本佛敎靑年會聯盟を訪ね 

た。主事好村春加［氏は嘗って模範獨習でエス 

語を勉强された力で大いに我々のエス運動に 

理解をもたれた方で丁度會場築地本願寺へ出 

かけられる所であったので我々も同所へお伴 

した。その後で同氏はこれから宿舍にゐるみ 

國代表を訪問するから序でに紹介しませうと 

のお話であったので兩人は勇躍;.まづ同氏と 

東洋ホテルにセイロン主席代表Sri・Ni»^nk;i 
氏を訪ねる。元氣な靑年で「エス語について 

はよくきいてゐる。併しセイ〇ンでやってゐ 

る人はしらない。理想としてはよいがさしあ 

たり必要をみとめない」と云ふ、竹內氏がパ 

-リ語エス語の佛敎術語辭典をさしだすと興 

味ふかげにのぞきこむ。ついでに同書の附錄 

にでゝゐる梵字の發音をたづねる。本誌と竹 

內氏のBudaoとを呈上し英語書きエス語手 

引を渡し他の代表者に配布してくれる樣依頼 

した所快諾された。

同ホテル玄關口で外出しかけてゐた印度主 

席代表Devapriya Vali«inhi（大菩提會主那） 
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氏に紹介される。立話しで何の話もできなか 

った。竹內氏がしきリに梵字の發音をたづね 

る。眼光烟々威嚴にとんだ人。

其後大會々場でStep bv SUp C英語の獨罔 

書）と佛敎術語辭典を竹內氏が呈上した所同 

氏は鄕里へ持參の上同氏周圍の人々に紹介し 

ようと約されお怨として菩提樹の葉を紀念に 

くれたそうである。

翌々十七□朝竹內氏同道警視廳に同志三雲 

技師及磯部美知博士を訪問。磯部博士は先年 

七八年間シャム國に滞化し高貴の方の侍翳を 

してをられた方なQで特に山王ホテルへ御同 

伴を願ってシャム國主席代表Phya Srishtikar 
Banchong Cシャム國佛靑會々長、同國世氣局 

長）との會見の通譯をしてもらふ。

例!によリエス語をしらるゝやとの問に對し 

「自分は戰前ハ年間 ＜1906—1913年）英阈に 

おったがエスペラントの獨習書をロンドンの 

ある停車場で買って習ったことをおぼえてゐ 

るがその後大して必要を感じなかったのでい 

つかわすれてしまった」。

バンコクの大學の講義はシャム語でやっ 

てゐますか」との記者の問に對し「大號シャ 

ム語であるが術語等は英語其他を用ひ乂外人 

の敎師は自國詰で講義してゐる」との返茅で 

日本と大體事情の似てゐることを知ったc

「シャムの僧侶はハーリ語で話すことがで 

$るか乂セイロンやインドの僧侶と話せる 

との竹內氏の問に對・し「お糸玄はパーリ語でよ 

か」むのが普通つ艾セイロンやビルマやイン 

ドの僧侶とパーリ語で話し合ふ事ができる。 

勿諭發音は幾分ちがふがどうにかわかる。」

「ではぜひこんなのを（英語杏きエス語手引 

を示して）パーリ語に譯して出版すればシャ 

ム＜〇みならずインド.セイロン鞋の佛敎徒に 

エス諸を學ばせるによいと思ひますが。」との 

竹內氏の言に

「僧院には暇のある僧侶が多いからこうい 

ったものを課したりしょうし又エス語の勉报 

もするだらう。云々J。とのべ英文小册子を 

同伴者に用!布しようと約しH•佛敎術語辭典及 

Step by Stepをシャム國へもちかへって大い 

にすゝめてみようと.のべられた:，

同日晚民國の同志で帝人人學院にゐる張公 

暉氏にお願ひしてC里吉氏も同道）口華學會 

に中華代表を訪問したが不在にて歸りがおそ 

いため歸ってきた。

十八日正午大會々場の民阈代表控席で記者 

はEckelmann氏同伴藤井草宜氏の紹介で許丹 

（Shutan）氏にエス語に關する;ffi見をたゝ＜ 〇

汎太平洋佛靑大倉發命式場の各國代表

同氏は北京敎育部でエス語の講習のあったこ 

とをしってゐるが先生の名前その他はしらぬ 

云:々。との話c

又我々の佛敎エスペラント運動の後援者で 

ある中外II報の小谷徳水氏の話では滿洲國主 

席代表王興義氏は:〇年程前エス語を習った 

との話だったといふ爭をきいた。記者もいつ 

か同氏の意見をきいてみたいと思ってゐたが 

かけちがって話す機倉がなかったのは逍憾千 

薦であった。

いつも先方の意見のきゝ役であった記者は 

十九!!の國際佛敎協會の晚径會では父後中華 

民國代表阮鑑光氏に大いにエス語の功徳をと 

く。同氏は日本語がとても上手であるc藤" 

氏は阮氏にぜひ坊ちゃんにエス語を勉强させ 

なさいとすゝめてくれた。

廿一□會場前で記者は久保氏と一緒に印庭 

代表Swamy貌下にエス語に關する意見をた 

ゝく。同氏は「口分はエス語を委しく知らぬ 

から今何とも意見はのべられない」今後の發 

展を見てみて大いに考慮しよう」といふ返事。 

この人は相當の老齡の樣に見うけた。

これらのいくつものintel•可uojによって工 

ス語が案外一般に知られてゐることと意外の 

所にエス話を習ったといふ人のあることを如 

ることができたことは愉快であった。この人 

逹はエス語がキット實用化すればキット人一 

倍熱心にやる人々の棣に思はれた。それにっ 

けても我々はこゝまでこぎつけたのだもうー 

息だ〇大いにふんばらうと心に中で捋った Ĉ，
（岡本）

學會理事小坂狷二氏名古屋鐵道局へ御轉 

勤の內命下る



ウィ ー ンでの Esperanto en 
la lernejon kaj praktikon 

の國際會議
オーストリヤの背府ウィーンで5丿J19日 

から24 Hにかけて大統領のpatronadoの下 

に Dollfuss 首相を honora prezidanto に推搬 

し商築文通省の財政的援助の下にl^s^runto 
en la lernejon kaj praktiko n の 國際會議が開 

かれた。

本角議には敎rr關係、商業.交通、通信關 

係のあらゆる方面に招待狀が發せられた同令 

議Q役員その他については旣に本誌の三月號 

で報道したからこゝにはくりかへさぬ3
こゝに簡單に同會議の經過について報道す 

る。

〇5月19 口 Salutvesperoあり。政府顧問官 

S：einerは那備委員會•を代表して挨拶をなし 

た。Bujwid敎授が外阈からのC冇ケ國の;）參 

加者を代表して挨拶をした。

◊ 5 月-0【I 9 睛より Minorita pregejo で 

diservo あり〇 D-ro Brunauer のエス 語の 

predikoあり〇10時45分から國會•議事堂で 

發會式あり〇商漲交通大臣Fritz Siockinger 
氏が會場へ出席した時オーストリヤの國歌が 

合唱された〉文相代理D-ro Pohl局長、市 

長代理及その他外交官及來賓の臨席あリ。 

Steiner氏が簡單にこの大存の冃的について 

のべ大統領及首相並びに商業交通相の好意を 

感謝する意をのべ一般來賓に敬意を表した。

Supera magistrata konsilisto Stollewerk 氏 

はウィーン市長代理として各國代表歡迎の言 

葉をのべ大命の成功をのぞむ旨力說した。次 

いで筒交相Stockinger氏は大統領及政府を代 

表して挨拶をのペエス語の國際交通上の價値

と同省におけらエス語によってえた好成績に 

ついて語り國際商業上エス語の利用の必要を 

力說されたc次いで各國外交'甫及諸種團體の 

代友者の挨拶ありc挨拶は各國語でされそれ 

はすぐにエス語に通譯された。代表者のある 

ものは自分で通課した。その中にŝtata kon
silanto por la popolklerigo の Lu^ina-
yer氏あり。同氏は何時にてもエス運動を支 

持する用意あり且つエス學會の設立を宣言し 

たづ 1
替學官にして宮中顧間官 D-rc Wollmunn 

氏は u Esperanto kaj Ja lernejo n iこついて、 

ウィーンの高等工業學校敎授Petritscĥ氏は 

Efperanto Scienco kaj Tekniko について論 

じD-ro E. Wŭ terはオーストリーの工栗家 

聯合を代表して、阈際的規格統一とエス語の 

使命についてのべた〇

發會式はĥorknabojのしa Esperoの合唱 

によってとぢられた。St・Gmrg-加）】tojと工 

ス詰を話す警官がお客の案內をした。

◊引日州議事堂で 】:ll-a laborkunsidoが 

開かれた〇 200人程のkonferencanoj出席:， 

Prof. Scbolzeの司會の下に 始め"Espera
nto kiel unua f.emdlingvo ''の間題についてE' 
We ner氏がニス語敎授のprovlecionoをした〇 

ついでSjIioIzĵ敎授のmetia lernejoにお 

けるエス語敎授の十年間の經驗について數字 

をあげて報告ありストックホルムのJan son 
總長のニス語と外阈語との敎授上の比較にっ 

いての報吿をBeck inan氏が朗讀“ポーラン 

ドのProf. Sygnarski氏の報吿あり〇ついで

K. Kreuz 氏の"Espeznlo kiel interkoni p" 
eniga kodo kaj koresponda lingvo "について 

の話導あリ。

022 □同所にて。lu 2-a laborkunsido-
i{ Esperanto kiel sola traduklingvo "と"Esp. 
kiel rekta lingvo de traktado ff についての硏 
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究」Sino Amalje Berger, Frof. Svgnarski. 
S-ro Al eika, P.of. Dai mau (Barcelona), S-ro 
Geffher (blindulo, blinduloj の間でのエス語學 

習尊につき話し興味深いものであった)、S ro 
von Lidl (Silzburg), Pastro Christanell (Salz- 
burg), Prof. S holze, S-ro Rousseau の人々 

が次々にたってH己の綽驗を中心として興味 

深い報吿があった。

同日大統領 tiklas氏の招待會にまねかれ 

たc ■- ；;卞ゝ

◊23 ロ 〇 !a 3-a laborkunsido. " Eヾp. en la 
lernejo''について專ら硏究〇傍らpraktikoに 

おけるaplikadoについても硏究〇

F-ino Zlwutschka (ウィーヨ商業學校敎師〕 

の報吿あり。それについでS-ino Berger, S-roj 
Kreuz, Dalmau, Rousseau, Prof. Bujwid 等 

の諸氏が之を裏書する樣な事寳をいろいろ話 

した。チェック國の鐵道省參議'讨Kond!氏 

が同阈の鐵道におけるエス語及旅客誘致の廣 

吿にエス語の使川について話した〇次いで 

Steiner氏がオーストリーにおける阈有鐵道 

とエスペラントについてのべ鐵道從業貝に對 

し緣星章の佩用を最先にゆるしたのはオース 

トリーだとのべ同阈交逍省では鐵道員に公的 

のエス謎習を開き又エス語の試驗をなしをる 

ことにつき話した。K ilian氏のBno放送局 

のエス語ニュース放送についてのべた。

阈際警察聯盟のSchw；Mz氏の替祭方面の 

エス語についての報吿。

Laborkunsido の後文相 D-ro Scĥuhchnigg氏 

の招待あり。C同リは去る七月下句のナチス 

のクーデタ-に斃れたDo1首相の後をお 

そひ旨相の印綬をうけた人)。その席へ首和 

D-ro Doli fus?氏及商交相 Stockingcr 氏 Vau- 
goin氏C元大臣)等も參加したc

同夜ウィーン放送局より各或の代表者がオ 

ーストリヤ及今次大窃の印象その他を語っ 

た。
◊24 日 〇 !a 4-a laborkunsido. Stettler 氏司 

會〇 Jakob 氏が Turismo と UFA の Turisma 
Servoについて蛊无したc Kovacs氏力:Hungara 
Turista Federacio が UEA の servo を利川 

してゐることをのべた。

D-ro Hampelが著作權に關するエス語の利 

用をKreuz氏が特許權に關するものをのべ 

Kozlevĉar氏が自分の町のturisma oficejoに 

おけるeミp.の宜傅についての べた〇 S・roj 
Schopfer, Beck nin nの話あり〇ついでいろン、 

ろの決議がなされた。かくて無半大會は成功 

裡に終った。いづれ同大伶の詳細のprotokolo 

が發表されることがあらう。

政情不安で心配されてゐたオーストリーし 

同大會中は平穩無事であったことは何よリで 

かくて久し振にエス界にとって劃期的の成功 

がなされたことをよろこびたいc

カタログにエス語を

オーストリーの鋸製造金・社 Kiister & C〇・ 

の型錄に エス語が用ひられたことは旣報した 

が同國の Gebrŭder Busatis, G・ ni.b.11., 
Purgstall a. cl. Er'af (Niederoderreich)會社 

(同じく鋸製造命社1でも工え語を型錄に使川 

してゐる。

國際規格統一とエス語

すペての規格統一の各國の去員命(diversaj 
naciaj komitatoj de normigo)がこの方而に工 

ス語Q採用に興味をもってきたcついてはそ 

の方而に興味をもつ專|り家の協力をのぞむ。 

希望の向は Universala Esperanto-Asocio (Se
kcio de Eksteraj Aferoj),11 rue(lu Mont- 
BlanCj Geneve (Svisujo),宛通知されたし:，

フラジルで82の新聞 

がエス語講座を連載

UEA の delegito で Brazila Ligo Esperan
tista の古い會員でおる!smael Gomes Braga 
氏は2.)0の新聞にエス語満座開講をたのんで 

やったがその結果7ふの市にある82の新聞 

から朋諾の返事があり旣に21の新聞に那座 

が揭載され始めた。

〔前頁寫直睨明〕ウィーン今議の發會式に 

於てオーストリヤ酣業交通大臣Stockingej氏 

が開會を宜してゐる光景。

會場は莊麗なオ-ストリヤ國倉議事堂。演 

壇机の前中央に立てるはStockingar氏、向 

って左へ、C坐せるもののみ)文部大臣代理 

Pohl 博士、市長代理 supera magistrata kon
silinto Stollewerk博士、商交省のZehden博 

士、Uebelho/ 博士、Deinlein 技師,

Stock inger氏より向って右へ、C坐せるも 

ののみ)政府顧間官Steiner氏、UEAの(II- 
rektoro Kreuz氏、議が錄係ゝVerner氏、會 

計係Fey氏・Pfenner大佐.宮中顧問官 

"VVoli mann 〇
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Eckelmann氏の失踪 
綠星章を抛ち日本を去る芒宣言 

一］:る五月下旬突然學會宛 G・Eckelmann 
せヾ といふ人から來書あり。ヘロルド・ 

デ-エスペラント誌の特派員として 

御地へゆくからよろしくとの依賴狀あり。寢 

耳に水Q爲きであった。併しH本についてど 

うするといった、事務的の爭が一切書いてな 

い。6 JJ12-13 U頃ヘ口ルド誌の第20號 

が來たので6月16 ロ神戶入港の「鹿必丸」 

で來朝の旨をしった。同誌記事によって金澤 

の宮保氏の所に落着く事も始めて知った。そ 

の後學會訪問の由比氏からE氏は二三年日本 

に滞在する旨きいた。その中に船は一日早く 

<6 JJ15日）神戶へつき同氏が日本着後投跑 

したヘロルド誌のテオ•ユング氏からの紹介 

狀も受取った。

之を要するに同氏の來朝についてはヘ口ル 

卜・誌のみならずE氏门身力、らもE氏の通信 

者たる方々からも5J!下旬までは何悻の通知 

も當季會として受取ってゐない。しかもE氏 

は旣に5月上句ドイツを出發したものでちる。 

今更云っても何の役にもたゝぬがヘロルド誌 

としては數ヶ月前から學金に交涉してくれる 

べきであったと思ふ。c後で判った事であるが 

同氏はどうしても國外へ行かねばならぬ事情 

に托かれてゐたのでユング氏に無理にたのん 

で特派員クノ肩やをもらって來たものであった 

ことをしった。ユング氏白身發案して特派員 

を送るのならこんなへマはしない答。）

同氏は7月18日朝汎太平洋佛靑大命にへ 

ロルド誌特派貝として出席すべく上京し東京 

の同志と協力してエス運動のため活躍された 

ことは別項記載の如くであるc

我々は21日になって同氏が殆んど懐中無ー 

物で日本にきたといふことを知って些か驚い 

た。C之迄一ヶ月以上同氏がH本に滞在できた 

のは主として宮保氏の援助によることを知っ 

た;）。我々はヘ口ルド誌の料派員が報酬をもら 

って日本へやって來れるとは考へなかった。 

併し二三年口本に滞在しようといふ計畫をた 

てゝしかも當學會へ何等の豫吿や交涉なしに 

來た以上相當の金を所持するか又は生活を維 

持するに足るべき方第を講じてあるものと考 

へてゐた。然るに同氏の苔によれば一錢の金 

ももたぬ上今の所何等些活費を得る方法がな 

いとのこと6 •-
同氏の旅行の目的をきいてみるとヘロルド

誌の本年2月11日號のPres・ kaj Porgaze 
taro-Servoj de ĉiuj landoj, atentu! く これは E 
氏の書いたもので----この記事に對し一通の

反咨もなかったとE氏自身明言した）に書い 

た通りのもので要はinternaci：!ju：nolismoと 

かの確立でエス語を利用して新聞記・生活を 

.生活し世界新聞界報道界に雄飛したいとのこ 

とらしく我々新聞界を知らぬのにとつては現 

在のエス界の狀感において大きな夢想（I■穴〇） 

としか思へなかった。併し同氏はその實現に 

眞级であった。

我々は来京の同志としてこの無一物の同氏 

を如何にして援助すべきかにつき迷ったがと 

にかく同氏の同意を得て數名の人々に取急ぎ 

集まってもらって相談することにした。

UEAのにefdelegito聲澤氏は出張不在にっ 

きvicĉefdelegito川原氏.學會理事美野田、三 

石兩氏、學會評議員徳田、宗近、里吉諸氏（小坂 

氏も出張不在）と學會の岡本・三宅兩氏（急だ 

ったのでその□電話をかけてお願ひした）が 

集合。E氏の考へもきゝいろいろ協議の結果 

同氏の言には大分喰ひ違ひが（ドイツ大使館 

の話や郵舟普禽社の言と同氏の言に相違あり） 

あったがとにかく同氏の豹狀に同情して嘗分 

東京の同志中都合のつく人々の宅にとめても 

らふことにしてその間に我々同志の手でドイ 

ツ語の家庭敎師としての就職口でもさがすこ 

とにし一方束京エス俱樂部にお願ひして同氏 

の歡迎存を假しその席上窮狀をうったへてそ 

の協力と援助をもとめることに最後的決定を 

みた。而して一同散會後三石、岡本兩氏より 

その旨同氏に話した所同氏は自分はsimpla 
esp-i toとしてならばそういった梆好意はう 

け彳芋るがヘロルドの駁滾貝として旣に更光次 

官その他知名の士に會見した今口となっては 

ヘ口ルド誌の名譽のため一般のesp-htaroか 

らこういった風な援助をうけることは大なる 

恥辱であリ餓死するよりも嫌なことだとのべ 

日本の同志の不親切をのろふ意味の言をはい 

たがその場はなだめて歸したが翌日同氏は學 

會にて里吉氏その他の人々と會見の席上自分 

は之迄三千マルク餘もエス話につかったのに 

何等報ひらるゝ所なしとのべ malsaĝa aven
turo をやったとくやみもはやエス語はたのむ 

にたらぬから明日から綠星章を抛ちエス界を 

脫日ロ本を去る旨宣言したので我々東京の同 

志としても同氏の我儘と疥我慢にあきれ袖手 

傍觀する以外策の施し様がなかった。同氏け 

26日正午綠星章をすてゝ靑島、岡本兩氏に見 

送られて孤影悄然として東京を去った。
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ノ人吉エス會の 

勝枝利純氏渡米 

送別會 -

右より豐野令・ 

早川淸、失名、勝枝 

利純、土肥3¢«. 
栗崎光明、淵【11労 

象諸氏C

仙奉を訪問した東京鐵逍エス令々員——左より〔前列〕擇栗C那UD. 
菽元、髙橋、菅原关。〔二列・!兼田、君村ゝ宇田川.富岡、营原、根岸. 

〔三列〕石田* 、杳木、靑木・松本.荒木・淼山、庄司ゝ 欠島・人川、佐 

藤（以上二名盛岡;）〇 〔後列〕南雲、宇井、守屋.萩谷* 、松野*の諸氏  

諾孃〉（・印は仙墓の人々;）

前列右より植田會長・ 

城戶崎氏天妻。

«一城戶崎夫妻をむかへた 

大牟川エス僉の人々

i
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內地報道
1934年5月27 ロー1月31H迄に到着の分。報道は 

日本文で迅速にハがキへ。寫眞楽紙無きもの。返戾せず

汎太平洋佛敎靑年會大會における大成功

7月18 口から21日迄束京で開傑された汎 

太平洋佛靑大會では本誌別項記載の如く我々 

エスペランチストとしては豫期以上の好成績 

をおさめることができ同大令に參加した約一 

千名の內外人佛敎征に對し深き感銘を與へる 

ことができたことは何よりもよろこばしいこ 

とである。

今後十數年後に再び同大會が日本に開催さ 

るゝ時はキットエスペラント語が名實共に大 

いに活用されることであらう。

之迄佛敎關係者のエスペランチストは京都 

が屮心であり束京は大正大學の神必氏が歸鄕 

され帝人佛靑〇淸水氏が病をえて鄕里に歸ら 

れてからは新興佛敎靑年聯盟をのぞいては全 

<火のきえた有樣であったがこの大會を機に 

大いに發展せんとしてゐる。いづれ近い中に 

その吉報がもたらされるであらうことを疑は 

ない。C別項記事參照の事）

H本靑年光明會（NSKK）の 

エズ語支持 •.

淨土宗光叨敎團の靑年僧侶及信徒を中心と 

する日本靑年光明會では最近その規約の中に 

「エスペラントを會員にすすめる云々」と書き 

しるされてゐる匕エス諮の佛敎への進出のー 

例として大いによろこばしい事である。入禽 

巾込は和歌山市東徒町。南葵光明會。（屮西 
義雄氏報）• 「 町

II米敎授學生會議

ごエス亲ド

7月14 口から18 Hに亘りH本英語學生協 

會主催の下にひらかれた第一囘H米敎授學生 

命議（The First Arnerica-Japan Student Con
ference） に際し14日午後2 比谷公他堂に

おける發會式の節米人C日系米人をふくむ）男 

女・學生に對し學會から岡本、三宅阳氏及び石 

川縣から來た竹内氏が出張し英話で書いた 

「エス語小文法及語魏」（Esperanto, Gnnnmar 
& Vocubulary）なる小册子C四六版1G頁）を 

傾布して大いにエス語の宣傳につとめた。且 

同會議出席の米學生及汲授とき見したがその 

金見記は別項記序を見られたい。C猶右小册子 

の希望者は郵券38錢封入者に限り送呈する 

故學會宛申込れたし。外人のためエス宣傅の 

ため右册子使用の向は一部转價1錢にて頒っ 

但し送料は7部每に2錢添付のこと。）

猶同令議は靑山學院を會場として行はれ 

た。命議は數部命に分れてゐた。その部會の 

一部に「國際敎许」の部會があり同志久保貞 

次郞氏:學會評議員）も帝大を代表してその討 

議に參加され「阈際敎芳とエス語」問題につ 

いて同會議川席の約50名のdelegitojを前 

に大いにエス話のため諭じた。

その叮:の討淡の問答の中エス語に關する部 

分は次の樣なものであった。

久保氏:「國際敎育の基礎は（）各国家の 

敎育の理想の決定と（め 阈際話の上に立た 

ねばならぬ」と主張し特に［世界平和の上に 

たつ各國民相互・ 了解のため風際話の必要」 

を力說した〇 , . ••

【I本のA學生:「その國際詰を具體的にい 

へば何カマ」. < ゝ:、「・占

久保氏:「勿論中立語エスペラントであ 

る。」

A學生;エス語は人工語で國際間相互了 

解の役にた人ぬ。」 ，

久保氏:丨貴下はどれだけエス語について 

知ってをらるゝかゝ言語で人工的でないもの 

は つもないCたじ時間的に永い期間をへた 

ものと然らざるものゝ差のみc況んやエス語 

は自然語の基礎の上にたってゐる。自然語を 

整理したのみ。」 *

A學生:「國際語として英語が最も勝れて 

ゐる。」

久保氏:「それは保守的な態度である。我 

々は强國や文化の窩い阈の言葉にのみ屈從せ 

ねはならぬだらうかひそれでは不公平ではな 

いか。」 .

とヾjrmn diskutadoがっじけられ出席して 

ゐた米人が驚いてゐた。阈際語を支持する者 

他に二名發言し反對するもの他に一名出現し 

て盛んに討論をした。

反對の“學生:「現に我々はこの令議で英 

話でお互によく 了解してゐるではないか。」
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賛成のc學生:「然らば我々はドイツの學 

生と金議を開く際はドイツ語をフランス學生 

とならばフランス語を用ひねばならないか」 

ととひ對手が返答に窮した。會議後會議屮は 

發許しなかった二三の學生が「自分達は明か 

に國際語を支持する。吾々は現狀に於て英語 

を國際語の如く扱ってゐるがこれは公平な見 

方でないc我々學生はかくあるべきものとい 

ふ理想を常にもってをらねばならぬ・と語っ 

た。

アテネ•フランセに

エスベラント科設置
FI本におけるフランス語の大本山とも云ふ 

べきアテネ•フランセ（佛國政符よリ年々補 

助金をうけて經營してゐる學校一束京市神 

旧區三崎町3の9 —校長Cotte氏:）では同 

校講師たる田沼氏の御盡力により今囘エスペ 

ラント科を新設九月の新缪期より開誰するこ 

とになったと

笛

夕密

沟移邂
：* 'ゝ'” T 么みむ!

朋 场^^^灵弦
S X?

1 多^^^^%
Hi を駆戈

25・二口,步严"讯—,草 /
aT * "1

ぱ
ミ坯れ4： > •ノ,;.<

アテネ・フランセとm沼利男氏

同校では旣に數年前からその規則書の屮に 

「....尙ラテン語ノ知識八....〇ソレニ『ラテ 

ン』語ハ英語ノ知識ヲ深メ、『エスペラント』 

ノ笛得ヲ容易ナラシメル便益ヲモ伴フモノ 

デ、『エスペラント』ノ如キソノ語聚ノ五分ノ 

四ノ、『ラテン』語カラ川テ來タモノニ外ナラ 

ナイノダ云々コと書いてゐるのにみても校氏 

コット氏のエス語に對する理解をしることが 

できる〇猶同氏はフランスエス會のhonora 
prezidantoであった元首相エリオ-氏と親交 

のある力との事。

エス科の講師は上智大學のフランス語の貓 

師であリ新進qエスペランチストur沼利男氏 

であるから大いに成功されることと思ふc敎 

科書は學會の誰習川誉。新學期は九刀十日開 

講“月水金午後六時牛から七時半までc期間は 

初等科6ケ片离停科6ケ月の一年終了でこの 

丧期間に亘っての講習の成果は注口すべきも 

のがあらう〇

同校規則書は同校宛二錢切于封入巾込まる 

べしr

猶川沼氏が自費を投じてこしらへられた 

「エスペラント宣傅の栗」は二錢切手封入｝］本 

エス學會宛巾込まれたし。

勝枝利潤氏の渡米

熊本縣人吉町人吉エス會のため十敷年獻身 

的努力を盡された勝枝氏は今囘命を 

帶びて北米桑港に赴任されることに 

なり去る6JJ 24日同氏の自坊渡村壽 

泉寺に於て送別の宴を佛•し來會者約 

300幺ヽ人吉チス令貝豐野令氏は工 

ス語を以て送別の辭をのべ土肥實雄 

氏之を通聲し勝枝氏エス語を以て之 

に答へ多大の感動を與へた。7 JJ 8 
n人吉旅館にて同會主催の送別會あ 

リ、土肥氏の送別の辭Cエス語、豐 

野氏通譯）ありc 7月24日太洋丸に 

乘船种戶を出發し26日橫濱より上 

京C土肥氏同伴）學會を訪問さる。!2 
時半東京驛發橫濱へ。（岡本、靑品兩 

氏束京骡迄見送る）。布哇經由桑港へ 

むかはれた。同氏は渡米後主としてBarkelej 
に滯おさる、由。

萬國エス大會へ頭痛膏

富山エス會ではストックホルムの萬國人仔 

に對し藥の都富山市を代表して頭痛膏五百枚 

を大會■出席者に贈る事になったと。それは茏 

しい袋におさめエス語で効能と使用法を12:い 

たものを入れたものであると〇

•: 各•地・報・道

:・1 東京 ★エス讀者の會主催「エス歌練習會」 
，:ーー6 H16日19時より學會にて安井義雄氏. 

总］川村信一郞氏指導の下にEspero, Tagiĝoを

始めいろんなエス歌の紳習があって愉快であ 

った。 ・ '

☆東京學生エス聯盟春季總會——6月9 ロ 

17時より寳生會館で開他、10名出席。Gasto 
として岡本氏出席。早大、帝大（醫人慶大
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く醫）・日大醫）より報吿あり、聯盟より經過 

報吿後協議に移り、先般選擧の新役員の承認 

秋の總今招待校を帝大エスクラピーダ會と決 

定"猶聯盟更生策として每月第一水曜日に學 

會にて學會例會後相談をなすこと、猶學會例 

會に積極的に參加する事を決定。

IKEBUKURO-KUNSIEO

所ーー豊岛師範學校前千代H!喫茶店二階

時ーー每土曜H19-2.時

★早人エス會——夏休みを控へ夏季合宿計畫 

中.機關誌Verdu Studento近刊、短篇小說 

の共同隸譯を企て目下芥川の「房」及必木健 

作の「癩」にとりかゝった、

★ Elektro-Esperanto-Grupo 第六囘會合を 

6月1H銀座明菓で開催。髙岸・谷口 ・藤田・ 

大木.高木氏の五人。

ELEKTRISTOJ!!!
8 J13日（第一金曝！夜七時銀座明菓三階 

一般铠氣關係者の出席を望む

横濱 ★横濱エス協會一每木曜19時よ 

り伊勢佐木町有隣堂階上で例會。5月24日工 

ス誌合評.切日鐵道とエスC小松氏人6月7 
日朋讀「山を想ふ」エス譯C大野嬢）、14日會 

話會。〇6月9日夜委員會。〇6月2!日「工 

ス」七月號合評。028 Hエス文學について 

C松葉氏）。〇7月5日エス界近況C富盛氏儿 

◊7 JJ12日マ儿タ朗讀（坂本氏）。◊ 7月14 
日委貝會開催，

★YゝICAエス會——每乃曜19時よりクラ 

ブ室にて19-20時Z講演集輪講20-21時會 

話初講終了者全員は例會に出席c

★神奈川ロンドー毎月曜19峙半より平川 

町83保坂氏宅にて〇 6月よりŜakuntala輪 

講、猶記錄の整備の爲當番幹事として佐伯违 

雄氏を選ぶ。一般參加歡迎。

★高商エス會一晝休を和用して週2囘硏究 

命を開いてゐる、用書フランス篇.渡邊敎授 

指導、出席!o名。

浦和★浦薦エス命——5月26 口 27 ロの 

兩日浦高内にてエス展覽會を開始した。兩日 

とし好天氣であり殊に27口は寮記念祭であ 

った爲入場者喙期以上に多く大成功〇入場者 

600名内8割は外來者。（同會で入場者に質問 

をだし解答をえた統計があるが别項にのせる 

—嬴耨部）ハ

小每★小檢エス協會一最近結婚された 

坂下淸ー、江口音吉兩氏の爲めの祝賀茶話會 

を5月8日19時半から千秋庵グリル別室に 

開いた。福山氏司會、坂下江口兩新夫人が早 

く esp-istinojになられることをのぞみ夫君の 

手腕と努力をのぞむ旨挨拶して會をとぢた。 

出席約1〇名。◊仙臺盛岡苛森俱知安をへて 

來樽したFedorĈak氏の歡迎會をU [!タ千秋 

庵グリル別室で開く 〇出席2名同氏の旅疔 

談を福田氏通譯の下にきいた。餘興と同志の 

kantojとFedorĉak氏の紅屋の奶、淚の渡鳥ゝ 

鳥の娘等をきく 〇 rusa prof. Smirnickij氏か. 

ら敎ったヴォルガの娜唄を唄ったりした（寫 

厘參照ĥ
札幌★札幌エス會一5月16日19時明 

治製菓にてfedorĉak氏の歡迎座談會を開く、 

和澤治雄氏の通課にて世界漫遊談、FI不に對 

する印象等純々有益な話あり、同氏の歌をき 

き愉快に22時半散會c參僉者廿數名"外に 

ne-esp-isto數名〇 ◊猶每水瓏輪讀會をやって 

ゐるザ讀木。

秋田 ★秋田エス會 一5月29「｛豫吿なし 

にFedorĉak氏中田委員を秋川圖書館に來訪 

された。會員の召集は時間の都合で不可能だ 

ったので中H1氏一人千秋公園を案內せしのみ 

溫海へ出立する彼氏と別れた。◊ザ讀本徐讚 

並會話練習のため每適ー囘會合中。

金澤女金澤エス會一3月S H19時半よ 

り香林坊魚半にて東京より金澤翳大藥局辰と 

して赴任された、塚本博士の歡迎會を催した。 

出席者瀨川敎授を始め十數名。〇〇 ）] 2日夕 

19時半より片町不二家にて し振に歸省の池 

川善政中尉の歡迎會開催。大會レグラーロの 

代表の件、宮保君のkoresponda amiko獨人 

Eckelmann歡迎の件、北陸エス聯盟エス大會 

開催の件等々を議した。

靜岡 ★高橋邦太郎氏の盡力によりヱス宣 

傅の夕を5 JJ 27 Q19時より開催コ市敎育會 

館にて。女學生約45名其他一般の人々c柬 

京から萬澤・宇的川.栗山、管原の諸孃出席 

名古屋.大阪、福知山、吹田等からも鐵道關 

係の同志出席。蔑澤孃の「エス語實用の最近 

novaĵoj,栗山嬢「エス發生の動因」、宇田川 

孃「自然科學とエスh菅原孃「エス運動と家 

庭」と題し、大本から井上照月氏出席共に熱 

辯をふるって宣傳上大成功を收めた。

名古屋★名古屋エス會ーー5月9日の二 

水會は都合により中止ゝ3月23 FJ19時より 

白木氏方にて四水會開催。ひ5刀初旬よリ開 

催中の初等講習會の終了式とその茶話询を6 
月14日19時より廣小路電氣百貨店階ヒで開 
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ftiU舉會理事井上萬壽藏氏の出席を乞ひ歐米 

におけるエス普及狀態と-貝:實用についての話 

を承るく寫眞參照）。

★由比氏金溪へ御轉任一-聯盟の最もagema 
な・OCK放送局の由比忠之進氏が命をおび 

て金澤の放送局（JOJN）へ轉任されることに 

なったのは名古屋エス界にとってかへすがへ 

すも殘念である〇 7月16日名古屋發赴任の途 

にQぼられるに際して聯盟のprezidanto井上 

萬壽藏氏帝始めとして多數の同志の見送リあ 

リ就中ルーマクンシードの Verda Standardo 
は人冃をひき効呆的であった。

大阪★大阪エス會——每火曜日大江ビル 

にて例會を行ふ。5月Ĉ日Trapezoにて會 

話命あり、主なる出來爭は、〇5月22日松田 

勝彥氏「松本カナエ氏の迫憶」故松本氏囘想 

文募集、月ら日廻覽誌第一囘ぶ稿募集す。 

川題&月〇日付大朝々刊小說..桑原利秀氏: 

VKA大阪delegitajの選川をなす。〇3月:2 
II u Enciklopedio de 1女p."の j pana paito 
の編纂につき川崎直一氏。＜〇每週例會開始前 

3〇分中等满習を右ふ黑崎誠氏指導〇 〇6月19 
□命話命。故松歩鼎氏追憶のタ。松田勝彥氏 

司會。出席者交々思ひ出を話る。〇7 JJ 3 n 
新版 Plena Vortaroについて ——桑原利秀 

氏。Siilom Aloj hemとヘブライ文爭に就いて 

植辻浩氏,日本で始めてE p.について新聞 

に書いた人 Mistlerに就いて川崎直一氏〇 

◊〇ES 8月例會豫吿——8月7日R. 〇.批 

評。14日通譯練習。2!日會話會（平野町La 
Trap（zo）0 2S H ZL齡讚。例會は北區絹笠 

町大江ビル】9時。

^Orkidaro 〇6月17日かねて待望の東京 

の萬澤、宇川川.菅原、栗山の四嬢を大阪に 

迎へて大いにesp-i tinoj東西親咗の實をあげ 

た。午前中大阪嫩道クラブ會員諸氏の茶話今 

にのぞみ门己紹介の後歡談c勺後一同大阪城 

見物夕刻新星會sエッケルマン氏聲と歡談の 

後19時40分袂を別ったノ ＜239頁寫眞參照） 

★新星會----6片の第一囘の例會でスラヴ細

諛了後の批評及各nの硏究收獲等を語り合っ 

た、口下フランス篇輪讀く每土擢19時=上り;）、 

司會者細川氏°◊每月第三 曝!8峙よリガ 

スビノレ喫茶部で 催してゐる Verda Parolejo 
は每月當會を通じて新會員を獲てゐる。口下 

神戶に移るJozef Major氏の出席があり一層 

viglecoを加へてゐる、一般同志の出席歡迎、 

司會者濱不氏。〇6月6 LI坪FH氏6片15ロ宮 

保・松I□諸•氏金澤より來阪、同志歡迎會■を他 

す。同日山時過ぎ鹿墻丸でHeroldoの特派 

U G. Eckelrnann神戶普〇宮保氏及び神戶わ 

同志の出迎へをうく 〇 ＜〇＞6月!7日Eckelrnann： 
氏來阪數名の大阪の同志に迎へられ阪急金堂 

で畫仓後市內見物す。大丸で水谷氏蘇に案內 

された。晚ガスビルの會話會に出席さる。來 

命者 淡 名。殊に束虫.福知山、吹田から多 

數の鐵道の同志及岸和田神戶から、［町〇!・氏 

第の出席ありゝ大阪のOrkideoの諸孃も加 

はり盛大亠PostkunsidoをTiapez^に催し出 

席者20名。Eckeh】仙m氏の挨拶あり〇同氏 

は22時14分の汽車で金澤へ出發した〇 （兒 

島氏報:）〔

京都 〇6月7日三度來京のFedojĉak氏 

は6月1011迄滯在。8 Hは赤旧氏宅で多效同 

志と會談各阈語の歌をきかせてもらったc II 
本とヨーロッパの風俗習慣の相違をおかしく 

話した。9日让時カニャの平安エス命を訪れ 

三條YMCA命館で開催（尖戶氏指導'）の講習 

存に出席して主催者刀求めにより一埸の講演 

をなし多大の感動を與へた。

・京都エス聯盟一にJĴ15日の例令YMCA 
の溝習を機會に同所社交室にて盛大に開かれ 

た。三ト數名出席。目下講習をうけつ、ある 

人々も出席。寵岡より井上氏出席上山氏司 

會の下に19時分開催〉自己紹介ろ後西 

村、甘蔗.松山、赤出、杜多諸氏の報吿、思 

ひ出話、山本.糸井諸氏及木村.杉村兩孃の 

ローレライの合唱弊あリ。22時閉會。

み後び引績き每丿】15 F!の例金を三條のY 
M CAで催しますから同志の出席をのぞみま 

す。

★立命館エス硏究命创立一6月ionより始 

めてエス講習をなした。6名參加。杜多氏指 

導。太川、佐保田ヽ腹井の諸先生を顧問とし 

會長は杜多氏,來學期を期して大々的に宣便 

をする計畫であると。

需戸 ★神戶エス協會——6JĴ15II Heroldo 
の特派員G. Eckelmann氏は17時前港第三 

突堤安笛。協會よリ月本.前田・宮本、M：ijor 
の諸氏。金澤より宮保氏來神。一同自動車に 

て喫茶店フロインドリーブに着歡迎茶話训池 

に晚鑒會を開き食:後元町散策木庄ゲリル•ル 

-ムに於てビールをのみ23時散會.Echei- 
mann,宮保兩氏フロインドリ~ブ氏宅にてー 

泊,◊"日】4時より前田、圾內氏等主客兩 

氏とM：ijor氏と歡談、タ月本、宮本氏笹と 

楠公前天金にて晚餐會。肝時散金〇兩氏翌朝 

神戶發金澤へ。◊猶協會は每適木曜會•話由を 

開き出席者1〇名内外〇更に魚崎町屮南高女 

前宮木氏宅の甲南Bondoは瑕近とみに活氣
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右より〔前列〕守甜.島地敎授・畑.野上、笹山.〔後列;）市川、よ屋、深谷. 

高山.畑田.中山・熬岩・吉田.H®.小林の諸氏

盛岡エスロンド->

营原氏〔仙50を

左よn松木.矢部・人川・1 
佐魅、菅原、松本、小原f
の諸氏

鸟

・ウ

盘

艸

••- 盛岡エスロン 

ド松本、高橋 

兩氏〔束京を 

迎へて

左より佐歐.高橋・小 

原、井川・松木、松本. 

大川・內旧の諸氏
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小梅エス協會 

Kedo ĉak 氏 

歡迎僉

左より〔前列〕福 

田、腳野、Fedor- 
ĉak高田、坂本、 

坂下、〔後列〕脇坂 

藤川、江口、邊見、 

rn中.凉橋、菱田 

の諸氏諸嬢

一人阪繊道工 

ス令初尊器 

習終了記念 

左よリ〔前列〕 

鏡Hk前山大鐵 

局長、小宅こ屮 

列〕林、柴出・ 

浦“K講帥）・關・ 

濱田、松本・永 

富.西村、林田、 

服部、（後列）大 

島・瀧川ヽ柴谷、 

出射、富澤.駒 

田.淸水・上野・ 

今押の諸氏

名古屋エス 

會初聲薄習 

記念 f 

左よリ前列〕 

衣川・竹中.由 

比C满帥人井上 

學會理藩、山中. 

山本、岩田よ後 

列〕池野・增田・ 

佐藤C時:）、佐藤 

（文）、伊藤、宮 

田・宇佐芙の諸 

氏諸孃

逐.



を呈して居る。（永井氏報）

廣島 黃廣島エス會一6刀19日19時市 

內藥劑師の有志を以てなれる硏究會「涉藥會」 

で野村洋吉氏の」E p.と藥劑師」と題する講 

演あリ\同ロ午後Fedorわk氏來廣〇單身高 

等:師範學校の奧村林藏氏を訪問した所配屬將 

校の奧村中佐と混線したepizodoあり。上記 

講演會へ同氏を同伴高橋謙聘ゴ:の通譯にて工 

ス語演說を聞かせ宣傳効栗1（%であった。 

各種esp-aĵojの展覽をもなした〇 020 H19 
哇より喫茶店名井屋支店でF氏歡迎會開催。 

大いに語り歌ふ。23畤散會翌朝西下さる、

福岡★學角福岡支部 例金は每水曜II 
1$時半よリ橋口町なぎす威茶鋪階上にて文蕊 

預本スラヴ篇輪讀中、6月3日來福中の城戶 

峪夫妻を迎へ有志新三浦にて懇報會を健す。

久留米 ☆久留米エス會创お一1924年學 

伶久留米支部が設立されて多數の會員を擁し 

て相當viglaに運動を績けてゐた當がエス界 

も何時の間にか衰微し.支部も學會支部規定 

に伴ひ自然解消したが今囘當市、山市上田等 

の諸氏奔走され復興の機運熟し6月10 H19 
時半より上旧氏宅で發食式擧厅。當日は特に 

九州聯盟より江口、堀內兩榦步を迎へ參會者 

1名・定刻Esperoの奏樂によリ開會、山市 

氏のザ博士演說め朋讀、江口氏の挨拶.後協 

議に入り會名、估則・役員を決定し今後の運 

動方針を懇談し22時閉會、賞爭務所は久留 

米市ウ山町72匕田九十九力宀每木曜19.5時 

より硏究會開催の豫定、

夫牟田☆大牟旧エス會一・G J] 2 ロ创け 

記念IJに當るので近郊へ遠足を試みた。

JJ 7 ロ城戶峪犬妻來訪の報に按し同志4 ノ、驛 

に出迎へた。植田會長、荒木・淺井、中川、 

江川、西原.上野.植田の諸氏諸孃柑會し歡 

迎茶話命を催し和力、な初夏の午後を送り江川 

氏によって記念撮影をなし夕刻別れたC

第12回九州エス聯盟大會 

來春人牟IU市に開催決定 

前囘人角に於て第】2囘人符開催地は 

未定のまゝとなってゐましたが、其後各 

地方會の賛成をえて大牟田エス會・主催の 

下に來春大牟m市にて開假の事に決定し 

ました。

九州エス聯盟本部

鉅專噪飯塚エス會—孫篷エス會を改稱 

しその記念として寺崎博士天人、元會員の窗 

朝且會の滿三週年を迎へ併せてザ祭とをかね 

て5月9 El Pikniko.をした。（寫眞參照）

宮临衣宮崎エス會ーー初等講習はその巾 

終了ゝ講習□屮熱心な數氏入會きる。6月初 

め近郊妻町で獨習されてゐた熱心な同志本部 

氏が市りへ轉住され硏究會へ出席されて會も 

大いにinstigoをうけた。市外の名勝靑鳥に 

夏期大學開俄しエス話講習もその分科として 

設けたいと冃下立案中。6n 29 n次）時よ 

り委員改選をかねて臨時總會をフミタ寫眞您 

樓上に開催，出席者2 f-inoj, 9 s-roj無記名 

投票・結果會計渡邊、報誌山下ヽ渡邊:新任）. 

講習中村、崎村（重任）、庶務杉田孃C亟任）、 

菊那孃（新任）。猶文库委药を新設杉田の諸氏 

諸孃えらばる。◊初等講習會は屮村講師の熱 

心なる指導の下に7月5 “を最終として初等 

讀本を終へ引續きイソップ物語を用ふr巾 

村、崎村兩委員指導にて每週月木二囘文華堂 

にて行ふ・中等講習は週二囘とし対曜は郡司 

夫人宅を拜借し木囁はフミタ樓上にてスラヴ 

篇硏究。

長喘★長峪エス會——先般九州エス聪盟 

を脫退した。本年度大令の時の聊盟幹部の態 

度にあきたらずしてC

京城★京城エス會一C JJ 20 Hハンガリ 

ーの同志Fedorĉak氏突如來城〇大山佐應氏 

等の案內で市內見物つ21[[は淑明次學校で豐 

川氏通譯にて講演と實演を行ひkoreoj knabi
noj を喜ばせた。猶同日夕明治製菓にて歡迎 

茶話會を行ふ。參加者12名。22日朝京城發 

支那の旅に向ふ、C城內氏報）

大連初等講習會——ら月站口2週間每日 

“時半よリ:時間半—伏見臺中央試驗所讓 

堂にCo 

欣靑食遇信一今まで靑必にはエス運動の聲 

をきかなかったが咋年10月私がこちらに來 

てから先づ寄揺舍內に宣僧を行ひ三、四乞の 

同志をえたが5か岩⑴宗一郎氏北支視察の途 

次立寄られそれに刺戟をうけて氏の指導に從 

ひ会什にも二名C中學生人 舍內に總數七名の 

同志を獲た、現に每仃一時間舍內にて初等講 

習を行ひつnちり、現在當地には吉村•武氏

名が學倉々員のみこれからは中學生を中心に 

大いに運動を擴めたいと思ふ。民國人の 

grupoもさがしてゐるが恐らくないのかと思 

ふ、は地へこられる同志の來訪をのぞむ（音 

心H本中學校品田虔次氏報）。
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鐵•道•ビ・エ・ス

聯盟本部6月の指洱事項:初學者に對す 

る拒誓方法は特に細心の注怠を要するが運動 

躺神を理解せしめる爭が人切である。7月の 

指潭于項:機關誌按犬の一周年に際し，顧み 

てこの披大が各會の聯絡團結に非常に大きな 

働きをなした事を確認し今後の發展へ仝聯盟 

員集って努力すべきである。

『京◊硏究由每木•暫らく鐵道省會議 

圭で開催中であったが丸の內鐵道クラブの移 

轉改築が完了し7月始めより同所にて開いて 

居るcフランス篇讀了。指導者伊藤氏次のテキ 

スト『繪のない繪本』〇 OStela K.1an k. 3an 
sabatojn, temoj :通譯の練習（（2/VI）, Tasko 
de fervojistaj esp-istoj （16/VI）我等はまづ何 

をなすべきか?部外エス界一部の誤解に對し 

て論ず、Impreso de " Historio de maljunu- 
f.no n （7/VII）フランス篇中のこの一文を內 

容,文體の兩力面より取扱ふ，Interesaj 
rakontoj （21/VII）. ◊中等講習初等需習に引 

續き遇二囘後5.00-6.30,講師松本氏,用書滅 

話讀木但し一囘遥きに作文練習,にて開催中 

の處7 ）! 20 "終了。◊月例會6月9 □後 

l.ooより小松氏書語超源に關する興味ある話 

があった。7月14 |」上野動物園へ。◊Nova 
K.毎火新猶白十字19.00-2J.3丿賑やかに他 

されてゐる。◊他會訪問:6丿J17日4 f-inoj 
大阪へ〇 7月8日8 f-inoj, 9 s-roj仙臺へ.松 

鳥へピクニーコをしたc（寫眞參照1______

7K泳部今年も下記に水泳部を開設する。 

素晴しく大きな綠星旗が敝って居る。同志の 

參加大歡迎。◊場所:逗子海ら家より海へ向 

って右へ30米.屋號丨植仲」。

束京鐵道エス會の 

諸孃大阪のオルキダ 

ー ロ會訪問。

左より〔前列JnljKU 
黑田、松术、大谷.上 

野、小宅・井筒、太田. 

〔後列〕多FH・福原、林 

田・高橋、栗山、宇田 

川.萬澤、营原、鳥居 

の諸氏諸孃。

大阪◊カルロ輪讚每月金後5.30-7.0〇, 

◊第三问初等講習 講師今澤武人氏ヽ每火木 

惑4.30-5.30, 6 ）］ 6日一7月20日■俱樂部小 

命浓室、用書ラオ講習書。◊第一囘中等講 

習・講師浦旧咗男氏、每丿】金4.30-5.30, 6月 

6日ー 7月20 口ヽ用書童話讀本。◊ピクニー 

コ 6月9ロ午後、香械園濱へ、1〇 gesinjoroj, 
期らかな日和に惠まれたが全く初めての試み 

とて、如何にも初々しいビクニーコだった。 

◊Toki an inojの來訪、OES f-inojの招待にあ 

ったが鐵道からも做迎これっとむ（別項記が 

及上揭記念寫返參照）。◊臨海硏究會・夏期中 

便宜の海濱で硏究會を開く。程度により二つ 

に分ける,用書父歸る、Bona Sinjorino.
京都 熱心な有志によって根强い活動が綺 

けられてゐる。毎2と7の日硏究會を京都鐵 

道クラブで開く。參加者は少數乍ら熱心な硏 

究がなされてゐる。每土福知山よリス:谷氏を 

指寡者に招き硏究會を開いてゐる。用書は 

Kapitanfilino,大阪、吹田等からも應援出席が 

ある。

郡山3ヶ月に巨った初等硏究會•を終リ. 

6月19 □よリ中等硏究會・を開いてゐる。約 

6『I每に閃く c用書小坂氏Ezopo・
札倏會の盛大に件ひ會務の分播を定め 

た。統括. ・庶務・聯絡及敎育.報吿の4部と 

し報吿は每月交代するので殆ど各員が倉務に 

たづさわる事になる。匕靑木氏整理）

新聞雜誌ピエス

冶學友倉報（130-132號）——（廣必文理天學 

友會）一將來Q國際語及"不の立場（奧村林 

藏氏） .，

★興正（7號）一（靜岡興正時報祉）英語中
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妻（高橋邦太郎氏）

★大阪朝日3刀19日:）一夏季講座にエス 

語を（帆十生）:不思議な話（林冬雄） 

★報知新聞（6月5日北陸版）——ĉ記事） 

艾國際排酒時報ーエス講座C野原休一氏） 

★東京堂月報C6 .月號）一出版物の阈際化 

と國際語による出版物（石黑修氏） 

★敎學新聞（7月19-22H）—C記事:） 

女中央公諭（七月號）—靑春懺悔錄（山巴耕 

作）の中に「……英習字や速記術やエスペラ 

ントなど義兄（ガントレット）氏から學び得 

た。エスを日本に將來したのは義兄だったし 

其最初の弟子は私だったのであるから日本最 

初のエスペランチストたるの光榮は今では禿 

げた私の頭上に輝いてゐる筈である。....」と

のべてゐるc

*尺謠作品號附記として樂譜附民謠をそ 

へ歌詞はエス式ローマ字をそへてゐる）。 

女進步（7月號）一「ザメンホフもユダヤ人」 

4 月號の「ユダヤ系の偉人」の補足として小 

久保氏の注意により書かれたものX同誌は表 

紙にLa Progresoとエス語で書いてゐる〇）

★ I•勝毎日新聞（7月27日）一「語學に對す. 

る吾人の恿度;1原田三馬）。

茨名古屋新聞（J月26 〇）—マヨール氏歡 

迎含（記事）。

★ひかりC名占屋ひかり补發行月】H號;） 

——「國際共通語槪識（り」（《尾崎）Ĉ" Lumo 
なるエス標題あり。）

地方會誌その他
★La Vojo C3 號）（熊本）C科學欄 Morbilo 
につき）

★Ni Korespondas C】4 號）

★ Semanto ¢6 號）（宮崎）（誌上 Hospitalo 
開設、杉田氏解答擔當）

★Libero C39 號）C三高）（Ondo de P lumo, 
Kapo de 1'homo, Konfeso de iu aŭguristino, 
Sieloza nokto 等 praktiko に特進す） 

★Verdu Stelo （6月號、7月號）Cミヤ=＞）（北 

九州エス運動の思ひ出等） 

★Epokisto S月號）C京城.林氏個人誌）

★ Bulteno de KEA （7 號） 

★Bulteno （金澤）創刊號。

★El Nara （宮武氏個人誌）。

★Nova Stelo C新星會）3 號。

★FER C7月號）OK京鐵道エス會） 

★Fervojisto Q7月號）（鐵道聯盟） • 

★MERC7月號）（盛岡）

★Verda Haveno （j 月號）（横濱）・

★Eĉ Guto（7月號）（.飯塚）（自轉車用語その他） 

★Kor' FEE〔郡山鐵道エス會）

內地報道追加

金澤 ★金澤エスあ——¢＞6月16 ロ夜行に 

て宮保:松FH兩氏Eckelmann氏をつれ金澤に 

向ひけ日朝宮保■ E.兩氏動橋より山代に向 

ひE氏は竹内藤吉氏宅に數H滞在月23 
□ Eckelmann氏歡迎命、塚本博士・瀨川敎 

授始め多數川席c先づ瀨川氏わ 俎】皿〇の後 

Eckelmann 氏ろ挨拶あり〇 ついでドイツエ 

ス界についてE.氏が30分間話し出席者の 

質問に應答した。Trinkejoトキワ•パーラー 

にて二次會を ひら く 〇 〇7月2日富山エス今の 

山村氏E.氏歡迎會につき來訪。〇7月3日坪 

田・山村兩氏っきそひE氏市內各新聞社訪 

問。〇7月S□圖書館にて會合。K.氏上京さ 

る、につき送別の怠をかねて。〇6月1汕右翼 

思想画體たる一殘會でE.氏瀨川氏の通譯に 

てナチス運動につき話す。聴者卅〕イ程。話 

の後いろいろ出席者との間質問應答あり。◊ 

新にBulteno發行〇 〇6月23日會合〇從前の 

ーヶ刀宛會費分納制はやめ年1圓とすること 

目下20名の會員。每月15 口をE p.-Tago 
と定めて圖書館（館長屮H!邦造氏 エス語 

に好意をもった人）にて伶合を開くこと決定。 

事務所は新竪町3の81坪HI氏方にお＜ 〇 

sekretariojは坪田、松田兩氏。〇7月32日夜 

19時半より石浦町石川貯蓄銀行二階にてJ0 
JKに轉任の由比忠之進氏の歡迎會を行った〇 

雨天に拘らず口人出席。同氏の名古屋にお 

けるエス運動ち狀況をき、將來の力針につき 

協議を行った。23時散會。〇3月10□よリ躲 

立圖書館にて初等講習開催の傑定。

名古屋★名古屋エス聯盟——Ojozef 
Major氏Cハンガリ-の同志人本の普及會で 

活耀せし人）は神戶貿易淘リ-ペルマン商會 

に勤務中であったが此の度名古屋市束藏撞木 

町三丁目の同商會支店へ派遗され名古屋に永 

住されることになった。7月25 H同氏歡迎 

今開催。名古屋新聞社食堂にて。13名出席。 

盛令であった。同氏の轉住によリロ本韩船勤 

務及貿易商川必商店勤務の同志は業務上国氏 

の指導をうけらるることをよろこんでゐる。

YMCA夏期エス講習——8月1日より15日 

迄每タ淺野孝氏講師として中區南瓦町YMCA 
にて初等講習をなす。名古屋新聞社では現に 

二囘も廣吿をなして後援してくれてゐる，处 

野氏很）。
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宇都宮V宇都宮エス會ーー6月4日より同 

JJ 29 H迄每週月水金計 均囘 ぬ 一21.5時。 

市内馬場町西澤書店二階注間にてエス語初悸 

講習會開假ゝ溝習生は毎土曜H夜他の會員と 

共に富永氏方にてザ讀本輪讚中。C榊原氏極）

人消 息

★前橋放送局長猶川我氏仙臺中央放送局〇〇 

IIK）放送課長に榮轉さる。

★名古屋中央放送局の由比忠之進氏金澤放送 

局（JOJK）附とならる。

浦高エス會展覽會

に於ける調査報吿

旣報5 JJ 26,2;日の兩□、浦葛內にて、開 

催のエスペラント展覽會は好天.氣であり、殊 

に27「［は寮記念祭であった爲入場者豫期以 

上に多く、大成功を收めた。兩IJの入場者數 

約600名、內S割は外來者であった。尙當日 

場内に投書朗を設け、調査表により入場者調

B.今までにエスペラントといふ言葉を見

を行った。 以丁簡單に統計をとって見る。

A. エス 話學習經驗の有無

有 24人 25.8 %
血 68人 73.1%
不明 1人 1.1 %

たことありやり聞いたことありや

有 ：3人

無 け人

不明 6人

75.2%
1&3%
6.5 %

C. 將來習ふ意思ありや

冇 45人 48.3 %
無 42人 45.7 %
不明’ 6人 6.5%

D. 阈際補助語として工 ス語の可能性を認

めるヵ >
認 66人 60.2 %
否 27人 29 %
不明 10人 10.8 %

E. 國際語の必要を認め るか

認 56人 60.2 %
否 哭人 30.1%
不明 9人 9.3%

C浦高エス令委貝記）

さきに募集しました中華民國福建省泉州世 

界詰學會平民屮學校復興義捐金は、これにて 

E^perantaĵoを購入・寄贈いたしました\尙

同學會より〇 ）］ 4 日づけ左の諸氏連名の感

謝狀を受け取りまIた,

H・ !luned, Hans； Bunydn L., Ani Folin, 
s j. t., Dan Doclin, C, r. Juary, Ombreto,義 

捐下さった諸氏にお禮申しあげます。尙第2 
囘寄贈の分も第送いたしました。

——Kanda Kunsido —

1934年エスベラント年鑑訂正

★イヅミエス會 隅谷氏の大阪移轉と共にー 

時會合及會の仕茅を屮止した旨通知あり〇 

★エス普及會北海本部ーー新任役貝は中村久 

雄代表者ユ书田亮平（幹事人柳田方一・」: 

野雅夫、南雲武代子（以上委員:）・會誌はNordt! 
Brilo をやめ IIokkai<lo-a Esperantisto を不 

定期發行。

曲曲》V皿曲曲皿!1曲眼腮筒I

UEA の Simpla Membro 
の會ti證について

當會正維持口以上の方々は同時にUEAの 

simpla meinbroであります。今度UEAから 

membro-karto が來ましたからお送りしたい 

と思ひますがkartoには當方で貴名をローマ 

字で書きこまねばなりませんから正維持員以 

上の方々は至急貴*  C住所とも）をローマ字で 

わかりやすくハガキに書いて御送附下さい。 

宛名は東京不鄕元町『ロ本エス學會UEA係」 

宛のこと。C注文その他の用件は同じハガキに 

は御記入なき樣願ひます。）

貴名御通知なき時は會貝證は當方へお頂り 

してをきます。

財團法人口本エスベラント學會

雜誌週間に御協力を

あなたの御友人又はお知?）合のエス 

ペラントをやってをられら方々でまだ 

本會谡行の「エスペラント」誌（Espera- 
nto-Lernanto）を購讀されてをらぬ方が 

ごさ・いましたらその方の住所と御姓名 

を當會宛御しらせ丁さい。本會からその 

方宛見本をさしあげたいと思ひますか 

ら。締切8月末日。 1
删111111UIIMIIII 咄 III 训删miiH
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JEI............... UEA

Revuo Orienta 6时號發夬後のUEAの 

新 Delegitoj は *•  •

T東京;) •上野孝男氏 

•倉地治夫氏

商業關係Delegito-
工業關係D.・・・・・••
徳氣工學關係D. •••窩岸榮次郎博士

・進滋靜太郞氏

同・ VicD • •高木貞一氏 〔山口縣〕

藥學關係D.…… ・三雲隆三郞氏 〔三1T［縣〕

〔宇都宮〕
・ m rh t - rtp rr- 〔京城府〕tn TSE入貝ト氏

人類學關係D・•… ・擁木淸彥氏
Ch?

岡〕

C横 濟〕 4區（:舊橫濱）•… •保坂成之氏 〔豐 橋〕

第二區（舊神奈川》 •新川正一氏 〔金 澤;！

第三區C舊鶴見》… ・飯山龜代司氏

【苫小牧〕 .れなĤ・XIヒ・+*  rr.A-/C ItĴl*  • VU

，〔大 阪〕 總務D.……（兼 「桑原利秀氏 〔石川縣〕
か樊觀俘T）........ ・伊藤幸一氏 〔仙 豈〕

寫眞及印刷關係I” 
化學關係!）.……

・黑峪誠氏 

•桑原利秀氏 〔崑 灣〕

商業關係D・……
基督敎關係D （兼）宇都宮 正氏

醫學關係D............俣野四郞氏

機械學關係D.……偶谷信三氏 

遞信厢係D.……•・兒島壯一氏 

社會政策關係D. ••・池川 淸氏 

婦人部1）・...............高橋綾子氏

長府1）.................... 野原休一氏

一志郡D................林好羌氏

D................................富永慶順氏

第二區D................長谷川理衞氏

D. ...............................高橋邦太郎氏

D................................ 高橋哲次氏

D................................ 瀨川璽禮氏

ラヂオ關係D.……由比忠之進氏 

VicD........................桝野助次郞氏

山代町D................ 竹內藤吉氏

D...............................菊澤季雄氏

VicD........................营原慶一氏

D................................ 甲斐三郞氏

商報關係D............江里口秀一氏

•り特使しcjzerowicz氏招待申込の地方會下の如し

宇都宮エス會、盛岡エス會、秋田エス會、仙疫エス甸ゝ札幌エス會、帶廣エス會、 

エス普及會北海本部ゝ小樽エス協會（北海道エス大角）、釧賂エス會、城端エス僉・ 

新潟エス會、金澤エス會、富山エス會ヽ五百石エス會、大阪エス會.岸和田エス會、 

廣島エス會、學會福岡支部、小倉エス會、別府エス會・ヽ熊本エス會、宮崎エス會、 

松山エス會、四□市エス會、一志エス會、久居エス會、名古屋エス聯盟、甲府エス 

協會•ゝ靜岡綠星クラブ、横濱エス協會。猶會ノナイ地方カラハ和歌山市（小笠原氏 

ヨリ）、石卷市（南氏ヨリ）、釜山府（荒木氏ヨリ）招待アリ。

英語書き「エベスラント手引」（四六版!6頁）發行

U米學生會議及汎太平洋佛靑次會に際し外國人に宣傅するため英語書きの上記パ

ンフレットをこしらへました。希望の向きにわかちます。希望の方は三錢切手封入 

御申越のこと。一部以上は一部一錢の割で（但し送料七部每に2錢必す添付の事）。

頒つ。



ハ月號雷要目次

えくぜるっあろ詩釋.........小坂狷二

村からの客（初等讀物つ.......田代 晃二

人#阶代名詞（やさしい文法う……久保貞二郞 

關係詞と先行詞............. 岡本好次

人事・交際（和文エス課）.....梶弘 和

挨拶の言葉C會話の基礎う.....下 村 芳 司

スカンヂナビヤ行...........石 黑 修

球形高速度列車（對譯）...... 土師孝三郞

オー・ソレ・ミオ（イタリ-民謠）夫戶圭一 

ハルピンに於けるータ........河合秀夫

地方會揷話（柢濱他一つ....................

エスペランチストの經濟知識...................

ジュネーウ風景（あちらの本から）..................

全
阈
各
地
書
店
に
あ
り 

一
部
二
十
錢
送
料
五
厘 

一
年
送
料
共

..
IUI
…十
錢 

(

月
遲
見
本
切
手
十
錢)

九月號新記事（ハ月十二F1出來）

平
延
彥 

史
菊
淸 

宅
集
木 

三
松
鑄
ー

エス文舉鑑賞・ S njoro Tadeo
........... 隨筆・美人と麗人 

…•對譯・情熱の嵐サバの女王

世界一やすい雜誌

LANGVO ★ LIBRO
第二茨出來

Influo de Ia angla, franca kaj germana lingvoj 
sur Esperanton...................................D-ro Emil Pfeffer
Inter la dentoj de Sturmer................................................
Hans Weinhengst pri si mem............................................
Revuo de revuo • Recenzo................................................

一部七錢 送料:三部まで二錢，四部まで七錢,十部以上 

當方負擔

第一號殘部アリ七錢;第二號ト同隠御註文ハキ錢

束京 本鄕 元町 財團法人日本エスペラント學會
電話小石川5415番•振替東京11325番



世界語の歷史
uhi!ドレーゼン著•高木弘譯

エスペラント文庫・第二篇

菊半截・高雅クロース表紙
比 六四頁寫眞凸版五十餘個

定價一圓五十錢・送料十錢

勞農エスペラント界の大立 

物CK SFU書記長ドレー 

ゼ ンの二十年苦心の 名大著 

最初ロシア語で書3おろし 
訂正するこざ實に前後四冋 
エスペラントに譯されてカゝ 

ら版を改めるこざ更に二回

國際語の問題を歷史的に硏 

究し國際語運動の必要性をĝi

歷史的に，科學的に實證し

たものである。何人も讀め

特價期限延長製本遲延の 

だめ特價期限を特に一ケ月 

延長學會會員のハ月末日 

までの直接御註文にかぎり 

特價一圖二十錢•送料十錢

m財團法人日本エスペラント學會nrj

東京市本鄕區元町・振替東京11325番


